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学術講演

◆会長講演	 9月16日（金）　14：00〜14：30　A会場

座長：塚原　丘美（名古屋学芸大学　管理栄養学部　教授）

「これまでと今、これからをつなぐ栄養学」
演者：名和田淸子（第69回日本栄養改善学会学術総会　会長／島根県立大学　看護栄養学部　教授）

◆記念講演	 9月16日（金）　12：40〜13：10　A会場

座長：寺本　房子（川崎医療福祉大学　名誉教授）

「地域包括ケアシステムにおける栄養管理の重要性」
演者：椿原　彰夫（川崎医療福祉大学　学長）　

◆特別講演1	 9月16日（金）　14：50〜15：50　A会場

座長：名和田淸子（島根県立大学　看護栄養学部　教授）

「人新世における持続可能な栄養改善への取り組み」
演者：中村　丁次（公立大学法人神奈川県立保健福祉大学　学長／公益社団法人日本栄養士会　会長）

◆特別講演2	 9月17日（土）　13：20〜14：10　A会場

座長：木戸　康博（甲南女子大学　医療栄養学部　教授）

「健康長寿延伸に向けた栄養の意義 ～フレイル・サルコペニアへの対策～」
演者：荒井　秀典（国立研究開発法人国立長寿医療研究センター　理事長）

受賞講演

◆受賞講演	 9月16日（金）　16：30〜17：30　A会場

座長：南　　久則（神戸学院大学　栄養学部　教授／学部長）

学会賞

「自治体におけるPDCAサイクルに基づく成果の見える栄養対策」
小島　美世（新潟県福祉保健部健康づくり支援課　政策企画員）

「食事摂取によるヒトの生理的変化の検証とその栄養教育への応用」
永井　成美（兵庫県立大学環境人間学部　教授）

奨励賞

「健康増進・疾患リスクにおける適切な脂溶性ビタミン栄養状態の探索研究」
桒原　晶子（大阪公立大学　生活科学部　食栄養学科　教授）

「日本人の食事・食行動に関連する要因の探索」
松本　麻衣（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所　栄養疫学・
　　　　　　食育研究部　研究員）
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教育講演

◆教育講演1	 9月17日（土）　9：00〜9：50　B会場

座長：酒井　　徹（徳島大学大学院　医科栄養学研究科　教授）

「感染症対策に関する最新の知見 高齢者施設および医療施設等で流行するウイルス：新型コロナウイルスとヒトノロ
ウイルス」
演者：坂口　剛正（広島大学大学院医系科学研究科　教授）　

◆教育講演2	 9月17日（土）　9：00〜9：50　C会場

座長：武見ゆかり（女子栄養大学　食生態学研究室　教授）

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の改正について」
演者：中田はる佳（国立がん研究センター　研究支援センター生命倫理部COI管理室　室長）

◆教育講演3	 9月17日（土）　10：40〜11：30　A会場

座長：宮田　富弘（川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科　教授）

「シンバイオティクスの医療への利用 −過去・現在・未来− 「腸内細菌叢、腸内環境の重要性」」
演者：朝原　　崇（株式会社ヤクルト本社　中央研究所　分析試験研究所　所長）

◆教育講演4	 9月17日（土）　14：20〜15：10　A会場

座長：栢下　　淳（県立広島大学　地域創生学部　教授）

「サルコペニア・フレイルとリハビリテーション栄養」
演者：若林　秀隆（東京女子医科大学大学院医学研究科　リハビリテーション科学講座　教授）

◆教育講演5	 9月17日（土）　14：20〜15：10　C会場

座長：長島美保子（公益社団法人全国学校栄養士協議会　会長）

「新たな日常、黙食と共食について 黙食を活用した栄養教育、食べる楽しさとは？  
～これまでの給食、これからの給食～」
演者：饗場　直美（神奈川工科大学　健康医療科学部　管理栄養学科　教授）

◆教育講演6	 9月17日（土）　15：20〜16：10　C会場

座長：久保田　恵（岡山県立大学　保健福祉学部　教授）

「健康な食生活に向けたヘルスリテラシー・フードリテラシー」
演者：赤松　利恵（お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学系　教授）

◆教育講演7	 9月17日（土）　16：00〜16：50　B会場

座長：小山　洋子（ノートルダム清心女子大学　人間生活学部　准教授）

「日本食品標準成分表2020年版（八訂）の改訂のポイントと活用 −研究者に向けて−」
演者：渡邊　智子（学校法人食糧学院　東京栄養食糧専門学校　校長）

◆教育講演8	 9月18日（日）　9：00〜9：50　A会場

座長：石見　佳子（東京農業大学　総合研究所　教授）

「摂食・嚥下機能の低下した人の栄養管理」
演者：栢下　　淳（県立広島大学　地域創生学部　教授）

◆教育講演9	 9月18日（日）　9：00〜9：50　B会場

座長：木村　典代（高崎健康福祉大学　健康福祉学部　教授）

「最近の研究成果を考慮したアスリートの栄養サポート」
演者：田口　素子（早稲田大学スポーツ科学学術院　教授）
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◆教育講演10	 9月18日（日）　9：00〜9：50　C会場

座長：寺岡千恵子（比治山大学　健康栄養学部　教授）

「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりに向けた課題」
演者：武見ゆかり（女子栄養大学　食生態学研究室　教授）

◆教育講演11	 9月18日（日）　10：00〜10：50　B会場

座長：市川　知美（広島女学院大学　人間生活学部　管理栄養学科　教授）

「在宅における栄養ケアのシステム（栄養ケア・ステーション等を含む）と管理栄養士の活動」
演者：水島　美保（機能強化型認定栄養ケア・ステーション在宅栄養もぐもぐ大阪　在宅栄養専門管理栄養士）

◆教育講演12	 9月18日（日）　11：00〜11：50　B会場

座長：武政　睦子（川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科　教授）

「診療報酬改定、介護報酬改定について ～令和4年度診療報酬改定を中心に～」
演者：増田　利隆（厚生労働省老健局老人保健課　介護予防栄養調整官）

◆教育講演13	 9月18日（日）　13：30〜14：20　B会場

座長：坂本八千代（公益社団法人岡山県栄養士会　会長）

「地元企業の「健康経営」推進を支援する取り組み」
演者：宮田　　明（公益財団法人中国労働衛生協会　理事長）

◆教育講演14	 9月18日（日）　15：20〜16：10　A会場

座長：竹内　弘幸（富山短期大学　食物栄養学科　教授）

「新やわらか食・やわらか米の製造法「酵素拡散法」を学ぶ」
演者：坂本　宏司（広島国際大学　健康科学部　教授）

◆教育講演15	 9月18日（日）　14：30〜15：20　B会場

座長：山部　秀子（札幌保健医療大学　保健医療学部　教授）

「大学病院における給食管理」
演者：北岡　陸男（香川大学医学部附属病院　臨床栄養部　副部長）
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シンポジウム

◆シンポジウムⅠ	 9月17日（土）　10：00〜11：30　B会場

座長：村山　伸子（新潟県立大学　人間生活学部　教授）
　　　塚原　丘美（名古屋学芸大学　管理栄養学部　教授）

栄養政策シンポジウム（厚生労働省との連携シンポジウム） 
「誰一人取り残さない栄養政策のための研究」
シンポジスト：

「誰一人取り残さない日本の栄養政策」の展望とアカデミアへの期待
塩澤　信良（厚生労働省　健康局健康課栄養指導室　室長補佐）

「国際栄養領域における我が国のプレゼンス向上に向けた研究」
和田　安代（国立保健医療科学院　生涯健康研究部　主任研究官）

「尊厳のある自己実現を目指した障害者・児の栄養・食生活支援に向けた研究」
多田　由紀（東京農業大学　応用生物科学部　准教授）

「活力ある持続可能な社会の実現に向けた人間栄養学研究」
桒原　晶子（大阪公立大学　生活科学部　食栄養学科　教授）

◆シンポジウムⅡ	 9月18日（日）　10：00〜11：30　A会場

座長：遠藤　陽子（川崎医科大学附属病院　栄養部　部長／川崎医療福祉大学　医療技術学部　准教授）
　　　乃木　章子（公立大学法人山口県立大学　名誉教授）

「食べるための多職種連携」
シンポジスト：

「訪問専門歯科診療所における多職種連携の実際 ～地域の未来を変えるのは『管理栄養士』の皆様です！～」
早乙女裕彦（さおとめ歯科医院　院長）

「食べるための多職種連携 −言語聴覚士の視点から−」
永見　慎輔（川崎医療福祉大学　リハビリテーション学部　講師）

「管理栄養士である自分のスキルを信じて何事にもチャレンジあるのみ！」
栢下　淳子（広島修道大学　健康科学部健康栄養学科　教授）

「健康と元気「食べる事が一番の幸せ」であり続けるために」
松岡　由美（社会福祉法人慈楽福祉会）

◆シンポジウムⅢ	 9月18日（日）　10：00〜11：30　C会場

座長：山内　有信（広島修道大学　健康科学部　教授）
　　　松本　義信（川崎医療福祉大学　医療技術学部　准教授）

「子どもの貧困と栄養」
シンポジスト：

「世帯の社会経済状態と子どもの食生活・栄養」
村山　伸子（新潟県立大学　人間生活学部　教授）

「子ども食堂と食育」
和田　涼子（東京家政大学　家政学部　特任教授）

「食を営む力の定着を目指す学校の食育」
長島美保子（公益社団法人全国学校栄養士協議会　会長）
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◆シンポジウムⅣ	 9月18日（日）　13：30〜15：30　C会場

座長：松﨑　広志（東京農業大学　応用生物科学部　教授／
　　　　　　　　　特定非営利活動法人日本栄養改善学会　栄養学雑誌編集委員長）
　　　太田　雅規（福岡女子大学　国際文理学部　教授／
　　　　　　　　　特定非営利活動法人日本栄養改善学会　栄養学雑誌副編集委員長）

「栄養学雑誌創刊80巻記念シンポジウム −より良い学術雑誌を目指して−」
シンポジスト：

「イントロダクション」
村山　伸子（新潟県立大学　人間生活学部　教授／特定非営利活動法人日本栄養改善学会　理事長）

「管理栄養士と研究 −現場の管理栄養士の立場から−]
水間久美子（千葉大学医学部　臨床栄養部　管理栄養士）

「研究デザインと報告の質を高めるためのガイドライン」
上岡　洋晴（東京農業大学大学院農学研究科　環境共生学専攻　教授）

「学術論文の作成 −準備から執筆まで−」
永井　成美（兵庫県立大学　環境人間学部　教授）

「栄養学雑誌の過去と未来」
由田　克士（大阪公立大学大学院生活科学研究科　食栄養学分野　公衆栄養学　教授）

共催シンポジウム

◆共催シンポジウムⅠ	 9月17日（土）　9：00〜10：30　A会場

座長：石橋　英明（伊奈病院　副院長・整形外科科長／日本骨粗鬆症学会　広報・連携委員会）
　　　上西　一弘（女子栄養大学　栄養生理学研究室　教授）

日本整形外科学会・日本骨粗鬆症学会・日本栄養改善学会  合同シンポジウム 
「知っておこう！ロコモ＆骨粗鬆症の最近のトピックと栄養のポイント」
シンポジスト：

「ロコモティブシンドロームの最近のトピック」
大江　隆史（NTT東日本関東病院　院長／ロコモチャレンジ！推進協議会　委員長）

「知っておこう！骨粗鬆症リエゾンサービスの概要と新たな展開」
石橋　英明（伊奈病院　副院長・整形外科科長／日本骨粗鬆症学会　広報・連携委員会）

「ロコモ・フレイルの視点を含めた栄養指導とリハビリテーション栄養」
若林　秀隆（東京女子医科大学大学院医学研究科　リハビリテーション科学講座　教授）

「ロコモと骨粗鬆症の予防・改善に向けた栄養改善のポイント」
塚原　典子（公益財団法人骨粗鬆症財団（元 帝京平成大学健康メディカル学部））

共催：久光製薬株式会社

◆共催シンポジウムⅡ	 9月17日（土）　15：20〜16：50　A会場

座長：笠岡（坪山）宜代（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所／
　　　　　　　　　　　国立健康・栄養研究所　国際災害栄養研究室　室長）

「どう教育すべきか？～災害時の食と栄養 現場からのメッセージ」
シンポジスト：

「災害栄養！教育・研究の必要性」
笠岡（坪山）宜代（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所／
　　　　　　　　国立健康・栄養研究所　国際災害栄養研究室　室長）　

「被災地の民間支援の現場から」
上島　安裕（一般社団法人ピースボート災害支援センター（PBV）　理事・事務局長）

「行政の現場＋日本栄養士会災害支援チームJDA-DATの現場から」
諸岡　　歩（兵庫県保健医療部健康増進課／（公社）日本栄養士会JDA-DATリーダー）

「教育の現場から」
須藤　紀子（お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学系　教授）

モデレーター：
齋藤由里子（公益財団法人味の素ファンデーション（TAF）　被災地復興応援事業　統括マネージャー）

共催：公益財団法人味の素ファンデーション（TAF）
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◆共催シンポジウムⅢ	 9月18日（日）　13：30〜15：00　A会場

座長：小城　明子（東京医療保健大学　医療保健学部　教授）

「嚥下障害と嚥下調整食の重要性」
シンポジスト：

「管理栄養士教育における嚥下障害の理解の重要性」
西村　一弘（駒沢女子大学　人間健康学部　教授）

「嚥下機能とその低下、嚥下調整食の役割」
藤谷　順子（国立国際医療研究センター　リハビリテーション科　医長）

「管理栄養士の臨床における嚥下障害への対応の重要性」
本川　佳子（東京都健康長寿医療センター　研究員）

共催：国立研究開発法人　国立国際医療研究センター
「米粉でやさしい嚥下食」コンソーシアム  　　

パネルディスカッション

◆パネルディスカッション	 9月17日（土）　10：00〜11：30　C会場

座長：下浦　佳之（公益社団法人日本栄養士会　専務理事）
　　　小切間美保（同志社女子大学　生活科学部　教授）

「新型コロナウイルス感染症対策における管理栄養士の役割と対応」
パネリスト：

「新型コロナウイルス感染症重症例における栄養管理とチーム医療」
眞次　康弘（県立広島病院　栄養管理科／消化器外科）

「新型コロナウイルス感染症患者に対する看護師と管理栄養士の協働への現状と課題」
吉峯　由香（川崎医科大学附属病院　循環器・呼吸器センター病棟　看護主任）　

「当院における新型コロナウイルス感染症の栄養管理」
伊藤　圭子（県立広島病院　栄養管理科　技師長）

「COVID-19における中等症・重症患者の栄養管理」
斎藤　恵子（東京医科歯科大学病院　臨床栄養部　副部長）

ワークショップ

◆ワークショップ	 9月17日（土）　14：20〜15：50　B会場

座長：加藤　秀夫（広島大学大学院医系科学研究科　客員教授）
　　　名和田淸子（島根県立大学　看護栄養学部　教授）

「中国地方発 食と栄養・健康のプロジェクト」
演者：「地方創生を目指した島根県産品の活用について」

籠橋有紀子（島根県立大学　看護栄養学部　教授）
「林原素材がサポートする持続可能な美味しさと健康 ～加工食品から給食まで～」

丸田　和彦（株式会社林原　フードシステムソリューションズ部門　事業戦略部　部長付）
「お好み焼とオタフクソース」

渡邉　大祐（オタフクソース株式会社　マーケティング部　業務用商品企画課）
「鳥取県の在来大豆から選抜育成した「三朝神倉」について」

橋本　俊司（鳥取県東部農林事務所　鳥取農業改良普及所　次長）
「食品企業としての栄養・健康の取り組み」

村上　　茜（林兼産業株式会社　食品事業部　大阪支社　業務用食品課　課長代理）
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日本栄養改善学会運営の動向

◆日本栄養改善学会運営の動向	 9月16日（金）13：20〜13：50　A会場

「日本栄養改善学会運営の動向」     　     　　　 
村山　伸子（特定非営利活動法人日本栄養改善学会　理事長）　

「日本栄養改善学会の未来デザイン」　　　      　     
塚原　丘美（特定非営利活動法人日本栄養改善学会　副理事長）　    

「実践栄養学研究セミナーについて」　　　　　　　　     　
小切間美保（特定非営利活動法人日本栄養改善学会　学術担当理事）　

「東京栄養サミット・第22回ICNにおける学会の取組」　   
瀧本　秀美（特定非営利活動法人日本栄養改善学会　国際担当理事）　

「栄養学雑誌80巻にあたって」　　                       
松﨑　広志（特定非営利活動法人日本栄養改善学会　編集担当理事）　

「新リーフレット紹介と会員とのコミュニケーション活性化」 　
酒井　　徹（特定非営利活動法人日本栄養改善学会　広報担当理事）

支部会間交流ひろば

◆支部会間交流ひろば	 9月18日（日）　9：00〜11：00　視聴会場

「支部会間交流ひろば ～実践栄養学研究の活性化に向けて～」
コーディネーター：特定非営利活動法人日本栄養改善学会　学術担当理事
　　　　　　　　　小切間美保（同志社女子大学　生活科学部　教授）
　　　　　　　　　赤松　利恵（お茶の水女子大学　基幹研究院自然科学系　教授）
　　　　　　　　　竹内　弘幸（富山短期大学　食物栄養学科　教授）
　　　　　　　　　武見ゆかり（女子栄養大学　食生態学研究室　教授）　
発表者：各支部会担当者
目　的： 本学会には地方9支部会が置かれ，それぞれに活動が行われている。第19・20期の短期目標として，「学会

員の交流促進」「実践栄養学の研究推進体制の整備」が掲げられ，「特色ある支部会事業の充実支援」の必要
性を確認した。

 例年，学術総会の本部企画として，実践栄養学研究セミナーに関するワークショップ等を行ってきた。しか
し，タイトなプログラムのため参加できなかった方もおられると推測されることから、長時間のワークショッ
プ形式ではない企画を試みる必要があると考えた。

 そこで，9支部会を3ブロックに分け，それぞれのセッションで各支部会から活動の様子や課題，新しい提案
などをご発表いただき，意見交換を行う。また，各支部会の交流の場，及び実践栄養学研究セミナー参加者
やチューター経験者の交流の場にもしたい。
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一般演題（口演）

栄養教育・食育1 9月17日（土） 9：00～10：20　D会場

座長：浅田　憲彦（甲南女子大学）
　　　野津あきこ（鳥取短期大学）

D-1-1	 幼児をもつ保護者のコロナ禍での食生活・食意識に関する調査
〇七尾　由美子1）、大矢　歩2）、國分　愛理3）、橋本　理沙4）

1）金沢学院大学、2）公立羽咋病院、3）能登町役場、4）（株）アイアイファーマシー

D-1-2	 幼児のいる家庭における夫の食事作りへの協力がある者の特徴
〇今井　葉月1）、中易　萌香2）、吉井　瑛美3）、赤松　利恵4）

1）お茶の水女子大学生活科学部　食物栄養学科、2）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、
3）長野県立大学健康発達学部　食健康学科、4）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

D-1-3	 子育て期の母親の習慣的な栄養素等摂取量と子どもの頃の食経験との関連
〇阪野　朋子1）、小出　あつみ2）、間宮　貴代子2）、阿部　稚里3）

1）名古屋女子大短大、2）名古屋女子大、3）三重短大

D-1-4	 午前中における体調と朝食等との関係
〇亀ヶ谷　昭子1）、串岡　美智子2）、西村　千里3）、金田　雅代4）、饗場　直美5）

1）前高岡市立野村小学校、2）前氷見市立北部中学校、3）小矢部市立大谷小学校、4）女子栄養大学栄養科学研究所、
5）神奈川工科大学健康医療科学部

D-1-5	 中学生の心身の健康におよぼす食生活の関連
〇光森　麻里1）、大槻　剛己2）、李　順姫3）、川上　貴代4）

1）岡山県立大大学院、2）新庄村国民健康保険内科診療所、3）川崎医科大学　衛生学、4）岡山県立大

D-1-6	 共食中の家族の行動と中学生の食に関する主観的QOL（subjective	diet-related	quality	of	life）の
関連
〇杉本　真依子1）、酒井　海帆2）、坂本　達昭2）

1）熊本県立大学大学院環境共生学研究科、2）熊本県立大学環境共生学部

栄養教育・食育2 9月17日（土） 10：30～11：50　D会場

座長：山口　光枝（広島国際大学）
　　　中津井貴子（柳井市立小田小学校／柳井市学校給食センター）

D-2-1	 学校給食献立の食塩相当量の実態
〇酒井　美恵子1）、宮岡　愛子2）、松浦　佐代子3）、大石　ひとみ4）、角田　まゆ5）、片岡　由有6）、 
　佐伯　絵美7）、古川　あずさ8）、岩田　緑9）、金田　雅代10）、饗場　直美11）

1）江津市立桜江小学校、2）松江市立川津小学校、3）出雲市立平田中学校、4）奥出雲町立仁多中学校、5）松江市立第二中学校、
6）美郷町立大和小学校、7）雲南市立大東中学校、8）益田市立美都中学校、9）前松江市立宍道中学校、
10）女子栄養大学栄養科学研究所、11）神奈川工科大学健康医療科学部

D-2-2	 児童の食塩摂取への意識と指導の効果
〇猪田　志奈1）、廣田　美佐子2）、松村　陽子3）、南井　里美4）、林　美帆子5）、廣田　愛奈6）、 
　成田　祥代7）、中川　尚美8）、高山　理央9）、辰己　唯10）、隅田　美乃梨11）、入江　駿乃12）、 
　金田　雅代13）、饗場　直美14）

1）能登川東小学校、2）龍谷大学農学部、3）桐原東小学校、4）大宝東小学校、5）八日市北小学校、6）城西小学校、7）速水小学校、
8）旭森小学校、9）速野小学校、10）野洲北中学校、11）新旭養護学校、12）治田小学校、13）女子栄養大学栄養科学研究所、
14）神奈川工科大学健康医療科学部
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D-2-3	 個別的な相談指導に向けた児童の肥満要因を探る
〇武田　香織1）、三上　真由美2）、時光　奈苗3）、阿壽賀　由紀4）、井上　博子5）、明見　伸子6）、 
　堀　恵美子7）、西尾　佳代子8）、金田　雅代9）、饗場　直美10）

1）広島市立川内小学校、2）広島市立梅林小学校、3）広島市立尾長小学校、4）広島市立祇園小学校、5）広島市立宇品小学校、
6）広島市立南観音小学校、7）広島市立三和中学校、8）広島市教育委員会健康教育課、9）女子栄養大学栄養科学研究所、
10）神奈川工科大学健康医療科学部

D-2-4	 地域食育ネットワークにおける小中連携を見据えた朝食プログラムの実施と評価：小学6年生での実
践報告
〇西　太郎、福村　智恵、由田　克士、早見　直美
大阪公立大学大学院生活科学研究科

D-2-5	 栄養教諭等の所属校と受配校の違いによる食に関する指導の実施状況の比較検討
〇喜屋武　ゆりか1）、井口　直子2）、氏家　幸子3）、寺本　ミユキ4）、布川　美穂5）、守田　真里子4）、 
　田中　延子6）

1）沖縄大、2）琉球大、3）仙台白百合女子大、4）尚絅大、5）和洋女子大、6）淑徳大

D-2-6	 栄養教諭等の所属校の違いによる食に関する指導の実施状況	－小学校と中学校の比較－
〇布川　美穂1）、氏家　幸子2）、井口　直子3）、寺本　ミユキ4）、喜屋武　ゆりか5）、守田　真里子4）、 
　田中　延子6）

1）和洋女子大学、2）仙台白百合女子大学、3）琉球大学、4）尚絅大学、5）沖縄大学、6）淑徳大学

栄養教育・食育3 9月17日（土） 13：20～14：40　D会場

座長：岸本三香子（武庫川女子大学）
　　　伊藤美紀子（兵庫県立大学）

D-3-1	 コロナ禍において体重が減少した者の生活習慣の特徴
〇中山　智子1）、満崎　雅咲2）、赤松　利恵3）、新保　みさ4）、小島　唯5）、大内　実結2）、中易　萌香2）

1）お茶の水女子大学生活科学部　食物栄養学科、2）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、
3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、4）長野県立大学健康発達学部　食健康学科、
5）新潟県立大学人間生活学部　健康栄養学科

D-3-2	 飲酒頻度と1回の飲酒量が食事および体格に与える影響
〇大内　実結1）、赤松　利恵2）、新保　みさ3）、小島　唯4）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、
3）長野県立大学健康発達学部　食健康学科、4）新潟県立大学人間生活学部　健康栄養学科

D-3-3	 外食・中食を定期的に利用していても，毎日調理をしている者はバランスの良い食事をとっているか
〇中易　萌香1）、赤松　利恵2）、小島　唯3）、新保　みさ4）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、
3）新潟県立大学人間生活学部　健康栄養学科、4）長野県立大学健康発達学部　食健康学科

D-3-4	 飲食店において適量を注文している者の特徴
〇西田　依小里1）、赤松　利恵2）、頓所　希望3,4）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、3）燕市立粟生津小学校、
4）前お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科

D-3-5	 友人との共食頻度と食習慣および主観的健康感の検討
〇満崎　雅咲1）、赤松　利恵2）、新保　みさ3）、小島　唯4）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、
3）長野県立大学健康発達学部　食健康学科、4）新潟県立大学人間生活学部　健康栄養学科
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D-3-6	 野菜の栽培活動が精神面に及ぼす影響
〇長幡　友実1）、中出　美代2）、中村　美詠子3）

1）京都府立大学大学院生命環境科学研究科、2）東海学園大学健康栄養学部、3）浜松医科大学　健康社会医学講座

栄養管理（栄養マネジメント）1 9月17日（土） 14：50～16：25　D会場

座長：弘津　公子（山口県立大学）
　　　渡邊　英美（帝塚山大学）

D-4-1	 第1尿Na/K比を用いた回帰式による前日食塩摂取量の推定
〇久保　遼太1）、炭竈　優太1）、青山　敬成2）、渡　光次郎2）、井須　紀文2）、塚原　丘美1）

1）名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科、2）株式会社LIXIL

D-4-2	 通所リハビリテーション利用者に対するフレイル予防の検討
〇佐藤　寧々1）、山村　綾2）、井上　春香2）、岩倉　沙奈2）、田中　弥生2）

1）マルサンアイ株式会社、2）関東学院大学栄養学部　管理栄養学科

D-4-3	 地域在住後期高齢者におけるBMIとサルコペニアリスクとの関係性
〇永井　徹、増田　紘之
新潟医療福祉大学　健康栄養学科

D-4-4	 健常成人期を対象とした下腿周囲長とBody	Mass	Index（BMI）の関係性の検討
〇高田　守康
大阪青山大学

D-4-5	 低栄養状態の内科入院高齢患者における安静時エネルギー消費量（REE）予測式の妥当性
〇川瀬　文哉1,2）、正木　克由規3,4）、小澤　裕子5）、今中　愛実5）、杉山　蒼5）、和田　浩成6）、 
　小林　真哉3）、塚原　丘美2）

1）JA愛知厚生連足助病院　栄養管理室、2）名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科、3）JA愛知厚生連足助病院　内科、
4）名古屋市立大学大学院医学研究科　地域医療教育学講座、5）JA愛知厚生連足助病院　看護部、
6）JA愛知厚生連足助病院　リハビリテーション室

D-4-6	 地域包括ケア病棟における管理栄養士のミールラウンド
〇吉田　香、芥田　彩、中津留　美奈
社会医療法人関愛会坂ノ市病院　栄養管理室

D-4-7	 通所施設における栄養アセスメントから栄養改善加算につなげるシステムの構築を目指して
〇牧嶋　悠1,2）、田窪　英里子1,2）、森光　大2）

1）株式会社アール・ケア、2）岡山県栄養士会

給食経営管理1 9月17日（土） 9：00～10：20　E会場

座長：髙橋　孝子（大阪公立大学大学院）
　　　名倉　秀子（十文字学園女子大学）

E-1-1	 冷凍食品のローリングストック活用の可能性
〇伊藤　智1）、関根　雅2）、チャルーンタイパニチ　ラッチャパン2）、上野　正幸2）

1）神戸学院大、2）味の素冷凍食品株

E-1-2	 病院食嗜好調査におけるITの有用性
〇和田　巧1）、杉谷　直子1）、服部　葉子2）、安齋　ゆかり1）、平川　均3）

1）東海大学医学部付属八王子病院　栄養科、2）東海大学医学部付属東京病院　診療技術科　栄養部門、
3）東海大学医学部付属八王子病院　小児外科
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E-1-3	 演題取り下げ

E-1-4	 演題取り下げ

E-1-5	 管理栄養士養成課程の学生を対象とした食物アレルギーの実態について
〇渡辺　いつみ、米田　実央、岩部　万衣子、坂本　恵
札幌保健医療大学保健医療学部　栄養学科

E-1-6	 管理栄養士養成課程の学生に対する給食経営管理実習が管理栄養士のコンピテンシーへ及ぼす影響
〇中本　真理子、中本　晶子、酒井　徹
徳大院・医歯薬学・実践栄養

スポーツ栄養／管理栄養士・栄養士・専門職 9月17日（土） 10：30～11：50　E会場

座長：下岡　里英（広島女学院大学）
　　　四元　晴輝（川崎医療福祉大学）

E-2-1	 練習時間が長い小・中学生の卓球選手における食習慣および食環境の特徴
〇井上　瞳1）、安達　瑞保2）、飯野　直美3）、木村　典代1）

1）高崎健康福祉大学、2）日本体育大学、3）安中市原市小学校

E-2-2	 硬式野球クラブチームに所属する中学生男子における身体および食生活の実態把握
〇吉田　なつめ1）、中藪　宏美2）、緒形　ひとみ1）、下岡　里英3）

1）広島大学大学院人間社会科学研究科、2）広島文教大学人間科学部　人間栄養学科、
3）広島女学院大学人間生活学部　管理栄養学科

E-2-3	 運動方法が脂質燃焼に与える影響
〇近藤　志保1）、藤木　理代2）

1）名古屋女子大学健康科学部、2）名古屋学芸大学管理栄養学部

E-2-4	 硬式野球部の男子大学生の握力とアミノ酸分画に及ぼす大豆たんぱく質飲料投与の影響：牛乳との比
較研究
〇佐古野　瑛1）、太田　雅規1）、山本　亜衣2）、新冨　瑞生2）、塩田　由紀2）、巴　美樹2）

1）福岡女子大学大学院人間環境科学研究科、2）九州女子大学家政学部　栄養学科

E-2-5	 国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている大正時代の図書にみる「えいよう」という語
の表記
〇望月　直哉
特別養護老人ホーム尚古園

E-2-6	 減塩みその利便性の検討
〇横山　佳美、藤本　香緒里
学校法人大和学園京都栄養医療専門学校

臨床栄養1 9月17日（土） 13：20～14：40　E会場

座長：上村　朋子（下関市立豊田中央病院）
　　　堤　　理恵（徳島大学大学院）

E-3-1	 集中治療室に入室した循環器内科患者の在院日数関連因子についての検討
〇小塚　明弘1）、柴田　清2）、庄司　史香2）

1）小牧市民病院　栄養科、2）名古屋経済大学人間生活科学部
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E-3-2	 維持血液透析患者のサルコペニア評価と栄養状態・たんぱく質摂取の関連
〇金澤　良枝1,2）、城田　直子1）、西村　美帆子1）、中尾　俊之1,2）

1）東京家政学院大学人間栄養学部、2）腎臓・代謝病治療機構

E-3-3	 透析患者の食事回数・欠食状況調査からの栄養介入検討
〇藤島　詩野1）、兼平　奈奈2）

1）大幸砂田橋クリニック、2）東海学園大学　管理栄養学科

E-3-4	 低たんぱく食事療法実施CKD患者における骨密度の検討とCa、VD、VKの効果的な食品選択につ
いての検討
〇藤田　愛1）、金澤　良枝1）、斉藤　恵美子1）、田中　弘之1）、中尾　俊之2）

1）東京家政学院大学大学院、2）腎臓・代謝病治療機構

E-3-5	 慢性腎臓病（CKD）患者の嗅覚に関する検討
〇西村　美帆子1）、城田　直子1）、金澤　良枝1,2）、中尾　俊之1,2）

1）東京家政学院大学人間栄養学部　人間栄養学科、2）腎臓・代謝病治療機構

E-3-6	 高齢者が少量でも容易にエネルギー摂取できる高カロリー密度食の検討
〇奥村　仙示
同志社女子大学生活科学部

臨床栄養2 9月17日（土） 14：50～16：25　E会場

座長：西田　由香（名古屋女子大学）
　　　窪田　紀之（特別養護老人ホーム　岡山シルバーセンター）

E-4-1	 中高年女性を対象とした減量教室における食行動スコアの変化と臨床検査値との関連性（第3報）
〇新出　真理1,2）、蒲池　桂子3）、田中　明4,5）

1）ヘルスサポート研究会カナン、2）女子栄養大栄養科学研究所、3）女子栄養大栄養クリニック、4）女子栄養大、
5）吉祥寺二葉栄養調理専門職学校

E-4-2	 周術期の栄養管：乳がん術前の高度肥満患者へ減量を目的に食事療法をおこなった症例
〇田上　ひとみ
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

E-4-3	 若年性直腸がん患者に対し管理栄養士の継続的介入で治療完遂できた1症例
〇小椋　いずみ1）、古河　友加里1）、藤本　あゆみ1）、土居　ひかる1）、矢谷　清子1）、三村　卓司2）

1）社会医療法人緑壮会金田病院　栄養科、2）社会医療法人緑壮会金田病院　外科

E-4-4	 栄養リスクがん患者抽出法としてのCNAQ-Jの有用性	～外来化学療法施行の肺がん患者において～
〇大原　秋子1,2）、寺本　房子1）、坪井　里美2）、小野　真由子2）、犬飼　道雄3）

1）川崎医療福祉大学大学院、2）岡山済生会総合病院　栄養科、3）岡山済生会総合病院　化学療法センター・内科

E-4-5	 選択性緘黙を伴う自閉スペクトラム症と回避・制限性食物摂取症併存男児への栄養指導1症例
〇佐藤　安貴1）、工藤　大観2）

1）北海道立緑ヶ丘病院　栄養指導部門、2）北海道立緑ヶ丘病院　医局

E-4-6	 若年成人における重みづけ糖尿病感受性遺伝子リスクスコアと食後血糖反応との関連：非盲検無作為
化交差試験
〇井上　裕美子1）、渡邉　大輝2）、倉貫　早智3）

1）神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科　保健福祉学専攻博士前期課程　栄養領域、
2）早稲田大学スポーツ科学学術院、3）神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部　栄養学科
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E-4-7	 健康管理、生活習慣病、メタボ、	
コロナ重症化の病態と対策におけるインスリン不全症の重要性と解消の意義
〇糸川　由比子1）、山川　大美1）、小笠原　力一1）、中平　実智豊2）、原納　晶2）、原納　優1,2）、山本　寛子2）

1）株式会社ニチダン、2）児成会生活習慣病センター

生理・生化学1 9月17日（土） 9：00～10：20　F会場

座長：竹井悠一郎（高知県立大学）
　　　清水　　純（城西大学）

F-1-1	 演題取り下げ

F-1-2	 褐色脂肪細胞ドーパミン投与による細胞内Ca2+濃度変化と熱産生への影響
〇松本　貴哉1,2）、日暮　陽子1）、早戸　亮太郎1）

1）名古屋学芸大学栄養科学研究科　栄養科学専攻、2）名古屋文理大学健康生活学部　健康栄養学科

F-1-3	 スクロースとリノール酸は相乗的に筋内脂肪蓄積と筋力低下を引き起こす
〇滝川　真輝、大南　博和、増田　真志、竹谷　豊
徳島大・院医歯薬学・臨床食管理学分野

F-1-4	 リンゴ果汁投与によるラットの肝臓・筋肉グリコーゲンへの効果
〇織田　夏海1）、奥野　海良人1）、佐藤　梨沙1）、出口　佳奈絵2）、前田　朝美1）、加藤　秀夫3）

1）柴田学園大学　健康栄養学科、2）南九州大学　管理栄養学科、3）広島大学大学院医系科学研究科

F-1-5	 演題取り下げ

F-1-6	 白花豆が米飯摂取後の食後センサーグルコース値に及ぼす影響	－食べるタイミングの検討－
〇籠山　真衣1）、時田　華子1）、松澤　史奈1）、高原　一将2）、永沼　篤3）、杉村　留美子1）

1）酪農学園大学栄養教育学研究室、2）株式会社トリムシステム、3）浦幌町農業協同組合

生理・生化学2 9月17日（土） 10：30～11：50　F会場

座長：竹谷　　豊（徳島大学大学院）
　　　細山田康恵（千葉県立保健医療大学）

F-2-1	 モデル動物における食餌の変化と認知症との関連
〇辻坂　美卯1）、田中　絵梨1）、井上　隆之2）、山陰　一2）、辻　雅弘1）、浅原　哲子2）

1）京都女子大　食物栄養学科、2）国立病院機構京都医療センター　内分泌代謝高血圧研究部

F-2-2	 非アルコール性脂肪性肝疾患に及ぼす鉄の影響
〇高橋　菜月1）、河野　有華1）、薗田　邦博1）、坂梨　まゆ子1）、安井　菜穂美2）、飛田　博史3）、 
　那須　民江4,5）、北森　一哉1）

1）金城学院大学、2）武庫川女子大学、3）島根大学、4）中部大学、5）名古屋大学　名誉教授

F-2-3	 食の嗜好性における雌雄の違いと食環境について
〇佐藤　梨沙1）、渡邊　真衣1）、山田　和歌子1）、織田　夏海1）、出口　佳奈絵2）、前田　朝美1）、 
　加藤　秀夫3）

1）柴田学園大学　健康栄養学科、2）南九州大学　管理栄養学科、3）広島大学大学院医系科学研究科

F-2-4	 大豆イソフラボンのガン免疫チェックポイント療法への応用
〇山本　真子1）、中本　晶子1）、中本　真理子1）、八木田　秀雄2）、酒井　徹1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部　実践栄養学分野、2）順天堂大学医学部　免疫学講座
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F-2-5	 小麦グリアジン特異的抗体産生に及ぼすNaClの影響
〇太田　鈴乃1）、佐藤　真理奈1）、高阪　理名1）、恋田　彩加2）、香西　はな1）、田中　守1）

1）中部大、2）愛知淑徳大

F-2-6	 肝障害モデルラットの門脈・肝静脈血中におけるアミノ酸プロファイル
〇出口　佳奈絵1）、織田　夏海2）、佐藤　梨沙2）、渡邊　真衣2）、山田　和歌子2）、前田　朝美2）、 
　加藤　秀夫3）

1）南九州大学　管理栄養学科、2）柴田学園大学　健康栄養学科、3）広島大学大学院医系科学研究科

公衆栄養・栄養疫学1 9月17日（土） 13：20～14：40　F会場

座長：佐久間理英（福岡女子大学）
　　　小林ゆき子（京都府立大学大学院）

F-3-1	 大学生における半定量食物摂取頻度質問票による食事摂取量の再現性
〇加藤　美緒1）、今枝　奈保美1）、小嶋　汐美2）、中村　美詠子3）、後藤　千穂4）

1）至学館大学、2）常葉大学、3）浜松医科大学、4）名古屋文理大学

F-3-2	 新たな尿測定デバイスによる年間食塩摂取量評価	－20歳代女性における秤量食事記録法との比較－
〇森川　希
実践女子大学生活科学部　食生活科学科

F-3-3	 学校給食における日本食品標準成分表改定に伴う栄養素等摂取量評価への影響
〇橘　陽子、神戸　美恵子
桐生大学医療保健学部　栄養学科

F-3-4	 日本人が摂取している発酵食品に関する記述疫学研究：有用微生物・代謝産物のデータベース開発を
目指して
〇藤橋　ひとみ、佐々木　敏
東京大学大学院医学系研究科　社会予防疫学分野

F-3-5	 健康食品栄養成分データベースの作成	－食事調査における健康食品等からの栄養素摂取量の推定に
むけて－
〇東泉　裕子1）、金田　恭江1）、下村　千史1）、安冨　　藍1）、西平　順2）、山本（前田）　万里3）、 
　瀧本　秀美1）

1）国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所、2）北海道情報大学医療情報学部、
3）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構　食品研究部門

F-3-6	 食品の安全について気にする情報とその内容別の消費者の特徴
〇鮫島　那奈1）、佐藤　清香1）、赤松　利恵2）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

公衆栄養・栄養疫学2 9月17日（土） 14：50～16：25　F会場

座長：梅木　陽子（福岡女子大学）
　　　久野　一恵（西九州大学）

F-4-1	 マラウイ農村部における乳幼児の食の多様性の状況と社会的要因に関する調査
〇浜中　咲子1,2）、山本　作真2）、佐藤　優1,2）、足立　基2）、浦部　大策2）

1）NPO法人ISAPH（international Support And Partnership for Health）、
2）社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　国際事業部
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F-4-2	 小学生の生活習慣と血液検査結果からの健康度総合評価との関連
〇八幡　美保1,3）、岩本　真弓加1）、小酒井　真帆2）、田中　伸司2）、北森　一哉1）

1）金城学院大学、2）瀬戸市健康福祉部健康課、3）名古屋短期大学

F-4-3	 小学生における栄養素摂取状況の把握と食事改善の課題の検討
〇岩本　真弓加1）、八幡　美保1,3）、山田　美奈子2）、藤村　陽子2）、田中　伸司2）、北森　一哉1）

1）金城学院大学、2）瀬戸市健康福祉部健康課、3）名古屋短期大学

F-4-4	 子どもがいる世帯におけるコロナ禍の経済状態と食生活の変化の特徴
〇峯　佳奈子、林　芙美、武見　ゆかり
女子栄養大学大学院

F-4-5	 日本人中学生における家庭での飲料の手に入れやすさと栄養素及び食品群摂取量との関連
〇松本　麻衣1）、畑本　陽一2）、上村　知聡3）、池本　真二3）

1）医薬基盤・健康・栄養研究所　栄養疫学・食育研究部、2）医薬基盤・健康・栄養研究所　栄養・代謝研究部、
3）聖徳大学人間栄養学部

F-4-6	 中学生における骨量と運動習慣および食習慣に関する検討
〇民田　莉子1）、早見　直美1）、出口　美輪子1）、谷口　璃華2）、鵜川　重和2）、横山　久代3）、 
　由田　克士1）、福村　智恵1）

1）大阪公立大学大学院生活科学研究科、2）大阪市立大学大学院生活科学研究科、
3）大阪公立大学都市健康・スポーツ研究センター

F-4-7	 適切な栄養素摂取と関連する食事の質スコアの探索	－女子中学生・高校生審美系スポーツ選手にお
ける検討－
〇大道　あみ1,2）、西川　詩乃1）、中村　萌香1）、角谷　雄哉1）

1）大阪樟蔭女子大学健康栄養学部　運動栄養学研究室、2）大阪公立大学生活科学研究科　栄養教育研究室

栄養教育・食育4 9月18日（日） 9：00～10：20　D会場

座長：今中　美栄（島根県立大学）
　　　田中　弥生（関東学院大学）

D-5-1	 小・中学校教諭を対象とした教科等横断的な食の防災教育プログラム開発に向けたニーズ調査
〇神田　聖子1）、山田　天希2）、吉本　優子2）、今井　亜湖3）、吉井　健悟4）、小切間　美保5）、 
　藤倉　純子6）

1）愛国学園短期大学　家政科、2）京都府立大学大学院生命環境科学研究科、3）岐阜大学教育学部、
4）京都府立医科大学大学院医学研究科、5）同志社女子大学生活科学部、6）女子栄養大学栄養学部

D-5-2	 栄養教諭・学校栄養職員を対象とした教科等横断的な食の防災教育プログラム開発に向けたニーズ調査
〇山田　天希1）、吉本　優子1）、神田　聖子2）、今井　亜湖3）、吉井　健悟4）、小切間　美保5）、 
　藤倉　純子6）

1）京都府立大学大学院生命環境科学研究科、2）愛国学園短期大学　家政科、3）岐阜大学教育学部、
4）京都府立医科大学大学院医学研究科、5）同志社女子大学生活科学部、6）女子栄養大学栄養学部

D-5-3	 栄養教諭の指導時間と児童生徒へ及ぼす食育効果との関連
〇赤松　美雪1）、村井　栄子2）、長島　美保子2）、饗場　直美3）

1）香川県保健体育課、2）公社全国学校栄養士協議会、3）神奈川工科大

D-5-4	 小学校教職員における食物アレルギーの認識度
〇山口　光枝1）、宮澤　伽奈2）

1）広島国際大学　医療栄養学科、2）茨城県阿見町立阿見小学校
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D-5-5	 噛むことに関する指導について教員の意識と指導の実態
〇土元　麻未1）、鎌田　理恵2）、中西　智美3）、吉田　三千代4）、宮崎　律子5）、北田　京香6）、 
　小野　真優子7）、児玉　むつみ8）、中馬　和代9）、榊　順子10）、金田　雅代11）、饗場　直美12）

1）湧水町立栗野小、2）鹿児島市立西谷山小、3）鹿児島県立串木野養護学校、4）霧島市立上小川小、5）屋久島町立一湊小、
6）南さつま市立加世田小、7）伊佐市立大口小、8）鹿児島女子短大、9）鹿児島純心女子短大、10）鹿児島純心女子短大、
11）女子栄養大学栄養科学研究所、12）神奈川工科大学健康医療科学部

D-5-6	 栄養教諭が行う児童生徒を対象とした野菜摂取に関する指導の効果
〇臼田　典子1）、山下　由美子2）、藤田　浩子3）、川原　昌士4）、齋藤　七絵5）、森田　裕代6）、 
　永田　桂子7）、松原　恵子8）、伊藤　裕子9）、遠山　致得子10）、金田　雅代11）、饗場　直美12）

1）岐阜県学校給食会、2）郡上市立大和中、3）瑞浪市立土岐小、4）白川村立白川郷学園、5）多治見市立小泉小、
6）岐阜大学教育学部付属小中、7）八百津町立八百津小、8）中京学院大学短大、9）岐阜県学校給食会、10）中京学院大学短大、
11）女子栄養大学栄養科学研究所、12）神奈川工科大学健康医療科学部

栄養教育・食育5 9月18日（日） 10：30～12：05　D会場

座長：安達内美子（名古屋学芸大学）
　　　北村　真理（武庫川女子大学）

D-6-1	 女子大学生の好き嫌いと感覚プロファイルとの関連
〇佐藤　清香1）、赤松　利恵2,3）、河嵜　唯衣2）、藤原　葉子2,3）

1）お茶の水女子大学大学院、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、
3）お茶の水女子大学ヒューマンライフイノベーション研究所

D-6-2	 動画視聴により誘導された情動が食の嗜好性に与える影響
〇笠岡　誠一1）、村井　睦2）、増田　知尋3）

1）文教大学健康栄養学部、2）文教大学情報学部、3）文教大学人間科学部

D-6-3	 食塩摂取と塩味嗜好性および塩味感受性との関連解析
〇五十嵐　麻希1）、長幡　友実2）、高柳　尚貴3）、目加田　優子4）、小久保　友貴5）、煙山　紀子6）、 
　宇田川　陽秀4）、齋藤　憲司1,7）、林　直樹1）、加藤　久典1）

1）東大院　農学生命科学応用生命化学　健康栄養機能学社会連携講座、2）京都府立大大学院生命環境科学研究科、
3）東海学園大健康栄養学部　管理栄養学科、4）文教大健康栄養学部　管理栄養学科、5）愛知淑徳大健康医療科学部、
6）東農大応用生物科学部　食品安全健康学科、7）株式会社ジーンクエスト

D-6-4	 勤労成人男性における住環境と食生活および健康状態との関連
〇亀山　詞子1,2）、宝来　真夕2）、村松　沙羅2）、伊藤　綾子3）、桑野　稔子2）

1）日本女子大学家政学部　食物学科、2）静岡県立大学食品栄養科学部　栄養生命科学科、3）岐阜車体工業車体診療所所長

D-6-5	 たんぱく質供給源となる食品群を複数組み合わせた健康な食事は，環境負荷低減につながるか
〇鮫島　媛乃1）、赤松　利恵2）、武見　ゆかり3）、林　芙美3）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、
3）女子栄養大学食生態学研究室

D-6-6	 睡眠時間が短い者の属性と体格および生活習慣の特徴
〇山根　美里1）、大内　実結2）、赤松　利恵3）、新保　みさ4）、小島　唯5）

1）お茶の水女子大学生活科学部　食物栄養学科、2）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、
3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、4）長野県立大学健康発達学部　食健康学科、
5）新潟県立大学人間生活学部　健康栄養学科

D-6-7	 若年女性が食事を健康的・不健康と認識する要素，および朝食に求めること：管理栄養士教育の有無
による比較
〇守本　彩乃1）、前垣　璃子2）、平塚　綾音2）、北山　夏穂2）、森田　智里2）、永井　成美1,2）

1）兵庫県立大学大学院環境人間学研究科、2）兵庫県立大学環境人間学部
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栄養教育・食育6 9月18日（日） 13：20～14：40　D会場

座長：小山　洋子（ノートルダム清心女子大学）
　　　前田佳予子（武庫川女子大学）

D-7-1	 「美食家の食の楽しみ」尺度日本語版の開発
〇濱下　果帆1）、赤松　利恵2）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

D-7-2	 日本食品標準成分表の改訂に伴うPFC比の考え方についての検討
〇辻　雅子1）、棚町　祥子2）、川谷　真由美3）、鈴木　太郎4）、小瀬　千晶5）、日高　知子6）、酒元　誠治6）、 
　久野　一恵7）

1）東京家政学院大学人間栄養学部　人間栄養学科、2）南九州大学　管理栄養学科、3）島根県立大学　健康栄養学科、
4）龍谷大学農学部　食品栄養学科、5）国立病院機構神戸医療センター、6）公社宮崎県栄養士会、
7）西九州大学　健康栄養学科

D-7-3	 新型コロナウイルス感染拡大後の給食時間の指導におけるICTの活用
〇森岡　美紀1）、濱下　果帆2）、赤松　利恵3）、藤崎　香帆里4）、頓所　希望5）

1）お茶の水女子大学生活科学部　食物栄養学科、2）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、
3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、4）相模女子大学栄養科学部　管理栄養学科、5）燕市立粟生津小学校

D-7-4	 食品ロス削減給食と、主体的に取り組めるICT・VRを活用した食育の開発と実践・調査
〇海老原　誠治1,2,3,4,6）、大塩　美奈子1,2,5）、松橋　淳一6,7）

1）三信化工株式会社、2）いただきます.info、3）女子栄養大学短期大学部、4）関東学院大学、5）神奈川県栄養士会、
6）一般社団法人はしわたし研究所、7）株式会社JM

D-7-5	 高知医療センター・高知県立大学包括的連携協議会健康栄養連携部会の取り組み（減塩生活のセルフ
ケア支援）
〇廣内　智子1）、隅田　有公子1）、彼末　富貴1）、森本　絢音2）、小椋　和佳奈2）、坂本　一美2）、 
　小谷　小枝2）、十萬　敬子2）、村上　尚1）、澁谷　祐一2,3）

1）高知県立大学健康栄養学部、2）高知医療センター栄養局、3）高知医療センター医療局

D-7-6	 コロナ禍における試食に代わる大和伝統野菜大和丸なすの消費推進媒体の検討	－認知地域と非認知
地域の比較－
〇野原　潤子、楠　登百、西山　葵、戸村　七海、杉岡　藍奈、東　綾香、高橋　美咲
畿央大学

栄養教育・食育7 9月18日（日） 14：50～16：10　D会場

座長：七尾由美子（金沢学院大学）
　　　笠岡　誠一（文教大学）

D-8-1	 N市M区における健康教室に参加した21名の高齢者の味覚・嗅覚・咀嚼力検査結果
〇片山　直美
学校法人越原学園名古屋女子大学健康科学部　健康栄養学科

D-8-2	 大学生を対象とした食生活習慣の実態調査および「自分ごと化」における意識と行動の変容	第三報
〇白幡　亜希1）、伊藤　涼夏1）、小塚　美由記1）、板垣　康治2）

1）北海道文教大学人間科学部　健康栄養学科、2）札幌保健医療大学保健医療学部　栄養学科

D-8-3	 大学生を対象とした食生活習慣の実態調査および「自分ごと化」における栄養状態の変化	第3報
〇小塚　美由記1）、池多　未希1）、白幡　亜希1）、板垣　康治2）

1）北海道文教大学人間科学部　健康栄養学科、2）札幌保健医療大学保健医療学部　栄養学科
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D-8-4	 3次元表示画像食品の重量見積りeラーニングの有用性	－フードモデルとeラーニングの併用－
〇吉本　優子1）、伊藤　彩月2）、齊藤　仁美3）、藤倉　純子3）、梅本　真美4）、片井　加奈子5）、 
　吉田　大介6）、上田　直生7）、光森　洋美1）

1）京都府立大学大学院、2）京都府立大学、3）女子栄養大学、4）甲子園大学、5）同志社女子大学、6）大阪公立大学大学院、
7）ロケージング社

D-8-5	 給食管理実習におけるTABLE	FOR	TWOによるSDGs教育
〇山内　好江、豊島　裕子、荒木　葉子
新渡戸文化短大

D-8-6	 献血ルームにおける食事相談から始まった取り組みの報告と今後について
〇伊藤　由美子1）、栢下　淳2）

1）広島文教大学人間科学部　人間栄養学科、2）県立広島大学総合学術研究科

生理・生化学3 9月18日（日） 9：00～10：20　E会場

座長：白神　俊幸（長野県立大学）
　　　酒井　　徹（徳島大学大学院）

E-5-1	 成長期には血中リン濃度が高くても血管石灰化が生じないのはなぜか？
〇亀井　優輝、大南　博和、増田　真志、竹谷　豊
徳島大・院医歯薬学・臨床食管理学分野

E-5-2	 ポリリン酸は、モノリン酸よりも腎障害およびFGF23分泌に大きな影響を与える
〇三浦　美月1）、佐々木　すみれ1）、小池　萌1）、谷藤　和也1）、宇賀　穂1）、小宮　蒼1）、濱口　ゆき1）、 
　原田　和1）、塩崎　雄治1）、宮本　賢一1,2）、瀬川　博子1）

1）徳島大医学部　医科栄養学科　応用栄養学分野、2）龍谷大農学部　食品栄養学科

E-5-3	 食事時刻とミネラル及び骨吸収マーカー（NTX）の尿排泄リズム
〇前田　朝美1）、齋藤　望1）、出口　佳奈絵2）、加藤　秀夫3）

1）柴田学園大学　健康栄養学科、2）南九州大学　管理栄養学科、3）広島大学大学院医系科学研究科

E-5-4	 アカモク摂取による尿中栄養バイオマーカーへの影響
〇大塚　美咲
東海大学

E-5-5	 胃運動からみた経腸栄養剤胃内投与の適正温度の検討
〇遠藤　陽奈1）、大野　佑子4）、永瀬　澄香4）、春間　賢2）、眞部　紀明2）、古川　直裕3）

1）川崎医大附属病院　栄養部、2）川崎医科大学総合医療センター、3）川崎医療福祉大　臨床栄養学専攻、
4）川崎医療福祉大　臨床検査学科

E-5-6	 日常生活でのレクリエーションの達成感および活動中の香刺激がおよぼす食欲への影響（予備的検討）
〇石長　孝二郎
広島女学院大学人間生活学部　管理栄養学科

食品・食品成分・食品機能1 9月18日（日） 10：30～12：05　E会場

座長：籠橋有紀子（島根県立大学）
　　　人見　英里（山口県立大学）

E-6-1	 日本固有の食材におけるコリン抽出および含有量の分析
〇藤田　悠里、佐藤　煕、大久保　剛
仙台白百合女子大学人間・健康栄養
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E-6-2	 女子大学生を対象としたビルベリーに含まれるアントシアニン等の視力回復効果の検討
〇城田　直子1）、吉田　萌音2）、西村　美帆子1）

1）東京家政学院大学人間栄養学部　人間栄養学科、2）元東京家政学院大学　臨床栄養学研究室

E-6-3	 ポリフェノールオキシダーゼを指標とした過熱水蒸気におけるリンゴ加工の有用性
〇大久保　有紗1）、吉田　有里1,2）、清水　善弘3）、佐古　圭弘3）、石橋　ちなみ1,2）、叶内　宏明1,2）、 
　鈴木　利雄4）、竹中　重雄1,2）

1）大阪府大・栄養、2）大阪公立大・食栄養、3）エースシステム株式会社、4）フジッコ株式会社

E-6-4	 さつまいもの調理特性とその利用
〇西田　優、伊東　亜満歌、長船　莉子、大石　真由香、兼松　暖、畠中　葵、山中　由美、小川　宣子
中部大学

E-6-5	 ウチワサボテン（Nopalea cochenillifera）がマウスの腸内環境および免疫機能に及ぼす影響
〇香西　はな1）、恋田　彩加2）、堀部　貴紀1）、田中　守1）

1）中部大、2）愛知淑徳大

E-6-6	 食物アレルギーモデルマウスにおける食用カンナデンプンのアレルギー予防効果
〇高阪　理名1）、恋田　彩加2）、武井　史郎1）、渡邊　浩幸3）、田中　守1）

1）中部大、2）愛知淑徳大、3）高知県大

E-6-7	 食塩の高濃度単回投与が食物アレルギーモデルマウスのアレルギー症状および消化管に及ぼす影響
〇佐藤　真理奈1）、太田　鈴乃1）、草野　翔紀1）、恋田　彩加2）、香西　はな1）、田中　守1）

1）中部大、2）愛知淑徳大

食品・食品成分・食品機能2 9月18日（日） 13：20～14：40　E会場

座長：宮田　富弘（川崎医療福祉大学）
　　　東泉　裕子（医薬基盤・国立健康・栄養研究所）

E-7-1	 ノビレチンのサイトカイン産生調節作用を介した抗肥満効果
〇中本　晶子、守田　栞捺、中本　真理子、酒井　徹
徳島大学大学院医歯薬学研究部　実践栄養学分野

E-7-2	 後発酵茶の糖質・脂質消化酵素に対する阻害作用
〇横山　さや香1）、渡邉　章子1）、安藤　拓海1）、牛丸　日南子1）、呂　鋭1）、呂　暁華2）、岡本　威明3）、 
　田中　守1）

1）中部大、2）中国四川大、3）愛媛大

E-7-3	 脂肪細胞におけるEquolのアディポサイトカインへの影響についての研究
〇平方　あゆみ、坂本　友里、清水　純
城西大学大学院薬学研究科　医療栄養学専攻

E-7-4	 ストレプトゾトシン投与ラットの酸化ストレスに対する干柿抽出残渣の影響
〇餅田　尚子1）、松村　羊子2）、栢野　新市2）、菊崎　泰枝3）

1）奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科、2）畿央大学健康科学部　健康栄養学科、
3）奈良女子大学生活環境学部　食物栄養学科

E-7-5	 中鎖脂肪酸の摂取時刻の違いが高脂肪高ショ糖食給餌マウスにおける抗肥満作用に与える影響
〇安倍　知紀

（国研）産業技術総合研究所　細胞分子工学研究部門　食健康機能研究グループ
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E-7-6	 ユーグレナグラシリスEOD-1粉末の摂取が軽度肥満成人のメタボリックシンドローム関連指標に及
ぼす影響
〇青江　誠一郎1）、河野　高徳2）、内藤　淳子2）、西田　典永2）、高橋　円2）

1）大妻女子大・家政、2）（株）神鋼環境ソリューション

栄養管理（栄養マネジメント）2 9月18日（日） 14：50～16：10　E会場

座長：奥村　仙示（同志社女子大学）
　　　木村　要子（広島国際大学）

E-8-1	 児童養護施設における施設形態と栄養管理の実態
〇吉田　紘子1）、石田　裕美1）、村山　伸子2）

1）女子栄養大、2）新潟県立大

E-8-2	 旅行先での食物アレルギー対応に関する現状把握
〇妻木　陽子1）、坂井　堅太郎2）

1）広島女学院大学人間生活学部　管理栄養学科、2）徳島文理大学人間生活学部　食物栄養学科

E-8-3	 女子大学生を対象とした月経前・月経中の主観的月経随伴症状と食欲・食嗜好の変化に関する調査
〇宝関　彩乃1）、大塚　悠夏1）、田中　愛佳2）、浦　千尋3）、中木　直子1）

1）京都光華女子大学、2）大阪夕陽丘学園短期大学、3）東洋食品工業短期大学

E-8-4	 特別食加算を算定していない患者に求められている栄養管理の実態
〇福岡　梨紗1）、五味　郁子1）、オクタウィジャヤ　イスハク・ハリム1）、工藤　雄洋2）、齊田　真理2）、 
　柴田　みち3）、伊藤　彩香3）、唐木　由喜4）、佐々木　美穂5）、清水　朋子6）、星屋　麻値7）、 
　宮司　智子8）、樋口　良子1）、鈴木　志保子1）、中村　丁次1）

1）神奈川県立保健福祉大学、2）済生会横浜市東部病院、3）聖マリアンナ医科大学病院、4）上白根病院、
5）横浜旭中央総合病院、6）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、7）横浜新緑総合病院、8）南大和病院

E-8-5	 高齢者施設利用者の食事形態判定に有用な評価指標の検討
〇床井　多恵1,5）、渡邊　英美2）、石田　裕子5）、大塚　賢6）、伊藤　美紀子3）、小切間　美保4）

1）同志社女子大学大学院生活科学研究科、2）帝塚山大学現代生活学部　食物栄養学科、
3）兵庫県立大学環境人間学部　食環境栄養課程、4）同志社女子大学生活科学部　食物栄養科学科、
5）介護医療院茶山のさと、6）京都医民連あすかい診療所歯科

E-8-6	 特定機能病院における栄養管理の実施状況について
〇伊藤　彩香1）、吉川　里沙1）、佐々木　紗綾1）、神尾　友貴1）、山口　由夏1）、高井　はるか1）、 
　小木　敦菜1）、柴田　みち1）、福岡　梨紗2）、五味　郁子2）

1）聖マリアンナ医科大学病院、2）神奈川県立保健福祉大学

給食経営管理2 9月18日（日） 9：00～10：20　F会場

座長：引野　義之（松江赤十字病院）
　　　田丸　淳子（神戸学院大学）

F-5-1	 病院一般食用8訂日本食品標準成分表版食品構成表の作成について
〇川谷　真由美1）、棚町　祥子2）、栢下　淳子3）、酒元　誠治4）、日高　知子4）、高橋　陽子5）、 
　金津　千里5）、甲斐　敬子2）、久野　一恵6）

1）島根県立大学　健康栄養学科、2）南九州大学　管理栄養学科、3）広島修道大学　健康栄養学科、4）公社宮崎県栄養士会、
5）（株）メディカルネットワーク、6）西九州大学　健康栄養学科
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F-5-2	 特定給食施設等における適切な栄養管理業務の運営に関する研究－病院給食における朝食提供の効率
化について
〇奥薗　美代子1）、桒原　晶子2）、髙橋　孝子2）、神田　知子3）、赤尾　正4）、宇田　淳5）、市川　陽子6）

1）エームサービス株式会社、2）大阪公立大学、3）同志社女子大学、4）大阪樟蔭女子大学、5）滋慶医療科学大学大学院、
6）静岡県立大学

F-5-3	 給食管理実習の調理工程における揚げ物の作業効率について（第2報）
〇山形　文乃1）、宇野　菜歩子1）、古本　美栄1,2）

1）学校法人服部学園服部栄養専門学校、2）和洋女子大学大学院

F-5-4	 学校給食業務の食物アレルギー対応における取り組み事例の収集
〇林　典子、名倉　秀子
十文字学園女子大学

F-5-5	 ミャンマーにおける給食事業を通じた職場の栄養改善	－給食内容の把握（第2報）－
〇森脇　千夏1）、中西　由季子2）、鈴木　文代3）、取出　恭彦2,4）

1）中村学園大学短期大学部、2）国際生命科学機構、3）ワールド産業株式会社、4）東京国際大学

F-5-6	 給食管理実習における一枚ポートフォリオ導入が学修成果に及ぼす影響
〇三宮　章香1,2）、下元　智世1）、鈴木　麻希子2）

1）高知学園大学健康科学部　管理栄養学科、2）高知県立大学大学院人間生活学研究科

公衆栄養・栄養疫学3 9月18日（日） 10：30～12：05　F会場

座長：今枝奈保美（至学館大学）
　　　長幡　友実（京都府立大学大学院）

F-6-1	 適正体重の維持を目的とした職場での栄養介入の研究動向：レビュー文献のスコーピングレビュー
〇串田　修1）、入山　八江2）

1）静岡県立大学、2）前新潟医療福祉大学

F-6-2	 地域における優先すべき社会・健康課題とその解決に係る取組みの現状について
〇新田　和美1）、磯部　澄枝2）、工藤　加奈3）、斉藤　遙香4）、辻井　博美5）、原田　直樹6）、廣瀬　真美7）、 
　諸岡　歩8）、西村　浩代9）、和田　安代10）、中出　麻紀子11）、久保　彰子12）、田中　和美13）、 
　澁谷　いづみ14）

1）福井県福井健康福祉セ、2）新潟県南魚沼保、3）北海道岩内保、4）町田市保、5）静岡県西部保、6）長野県佐久保健福祉事、
7）山梨県健康増進課、8）兵庫県健康増進課、9）高知市こども未来部、10）国立保健医療科学院、11）兵庫県立大、
12）女子栄養大、13）神奈川県立保健福祉大、14）愛知県瀬戸保

F-6-3	 高齢者の配食サービス利活用のニーズと生活・身体状況から見える課題の検討
〇川口　美喜子1）、加藤　杏梨1）、栗城　桃香1）、小平　冴香1）、高橋　芽生2）、小野寺　桃子3）

1）大妻女子大学家政学部　食物学科、2）介護付有料老人ホームルフラン荻窪、3）東京都済生会向島病院

F-6-4	 蒲郡市健康サロン参加高齢者における咀嚼力と関連する栄養状態および身体機能の調査
〇奥村　圭子1,3）、塚原　丘美2,3）

1）長野県立大大学院健康栄養科学研究科、2）名古屋学芸大学管理栄養学部、3）名古屋学芸大学健康・栄養研究所

F-6-5	 「栄養に配慮した備蓄と災害発生後の食事シミュレーター」の作成
〇武田　環1）、須藤　紀子2,3）、島田　郁子3,4）、笠岡（坪山）　宜代3,5）

1）お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科、2）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、
3）厚生労働科学研究費「大規模災害時における避難所等での適切な食事の提供に関する研究」研究班、
4）高知県立大学健康栄養学部　健康栄養学科、
5）国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所　国際栄養情報センター　国際災害栄養研究室
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F-6-6	 非常食の購入内容調査および非常食を用いたメニュー摂取の影響評価
〇上野　美穂、大槻　尚子、市川　陽子
静岡県立大院・薬食生命科学総合学府

公衆栄養・栄養疫学4 9月18日（日） 13：20～14：40　F会場

座長：中出　美代（東海学園大学）
　　　福村　智恵（大阪公立大学大学院）

F-7-1	 徳島県勤労者のイソフラボン摂取量とメタボリックシンドローム構成因子との関連
〇山田　佳奈1）、中本　真理子1）、中本　晶子1）、秦　明子2）、安藝　菜奈子2）、四釜　洋介2,3）、 
　坂東　由記子2）、市原　多香子4）、南川　貴子5）、田村　綾子6）、桑村　由美7）、船木　真理2）、 
　酒井　徹1）

1）徳大院医歯薬学　実践栄養学、2）徳大病院糖尿病対策セ、3）国立長寿医療研究セ　口腔疾患、4）香大医、
5）徳島文理大保健福祉学　看護、6）四国大　看護、7）徳大院医歯薬学　療養回復ケア　看護

F-7-2	 男性高齢者における食事由来のコリン化合物摂取量について
〇下村　夏未1）、大槻　誠2）、若杉　悠佑2）、神田　あづさ1）、大久保　剛1）

1）仙台白百合女子大学人間・健康栄養、2）鈴鹿医療科学大学保健衛生・医療栄養

F-7-3	 勤労者を対象とした亜鉛摂取量と朝食摂取状況との関連
〇田所　加奈1）、南里　明子1）、長野　真弓2）、梅木　陽子1）、太田　雅規1）

1）福岡女子大学大学院人間環境科学研究科、2）福岡女子大学国際文理学部

F-7-4	 岩木健康増進プロジェクト健診における血漿中アミノ酸濃度プロファイルと骨格筋量及び生活習慣と
の関連
〇中村　英寛1）、矢野　由紀1）、道田　大貴1）、今泉　明1）、村下　公一2）、三上　達也2）、玉田　嘉紀2）、 
　鄭　松尹2）、中路　重之2）

1）味の素株式会社、2）弘前大学大学院医学研究科

F-7-5	 中年男性における好ましい食志向はメタボリックシンドロームの該当リスクを低下させる：前向きコ
ホート研究
〇谷口　祐一1）、小林　ゆき子1）、上田　三穂2）、和田　小依里1）

1）京都府立大学生命環境科学研究科、2）京都第一赤十字病院　健診部

F-7-6	 外食チェーン店のメニュー名の修飾語の内容分析
〇谷内　ななみ1）、佐藤　清香2）、赤松　利恵3）

1）お茶の水女子大学、2）お茶の水女子大学大学院、3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系

公衆栄養・栄養疫学5 9月18日（日） 14：50～16：10　F会場

座長：池本　真二（聖徳大学）
　　　林　　宏一（武庫川水女子大学）

F-8-1	 新型コロナウイルス感染症流行下における大学生を対象としたフードパントリー利用者の男女別実態
〇黒谷　佳代1）、石川　奈美2）、土肥　千夏2）、長澤　冴花2）、大河原　一憲3）

1）昭和女子大、2）元昭和女子大、3）電気通信大

F-8-2	 非肥満若年成人女性における体脂肪率の高値と耐糖能との関連
〇田尻　絵里1）、吉村　英一2）、外村　彩夏3）、下田　誠也1）

1）熊本県立大学環境共生学部、2）国立研究開発法人医薬基盤健康・栄養研究所　国立健康・栄養研究所、
3）東海大学農学部
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F-8-3	 女子大学生の食生活・健康と疲労自覚症状との関連
〇森脇　弘子、持田　理央
県立広島大学

F-8-4	 若年女性における踵骨骨密度指標と運動・食物摂取状況の関連
〇舟木　乃里恵1,2）、大益　史弘2）

1）会津大学短期大学部、2）山形県立米沢栄養大学大学院

F-8-5	 大学生におけるストレスの評価と栄養摂取量の関連
〇竹間　未歩、坂本　友里、清水　純
城西大学大学院薬学研究科　医療栄養学専攻

F-8-6	 ヘルスケアアプリにおける食生活改善のための栄養素摂取量評価
〇大谷　遼子、川村　有希子
株式会社FiNC Technologies
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一般演題（示説）

栄養教育・食育1 9月17日（土） 10：20～10：50　G会場

座長：荒尾　恵介（安田女子大学）

P1-1-01	 離乳食作りの実態とコロナ禍での栄養教育に関する一考察
〇中原　実優1）、井上　敦子2）、若本　ゆかり1）

1）ノートルダム清心女子大学人間生活学研究科　食品栄養専攻、2）和気町役場　民生福祉部健康福祉課健康増進係

P1-1-02	 保護者に対する栄養教育が乳幼児の食生活に及ぼす影響
〇岩崎　由香里1）、中塚　幹也2）

1）山陽学園短期大学、2）岡山大学大学院保健学研究科

P1-1-03	 朝食の共食が子どもの健康状態や食習慣に及ぼす影響（第2報）
〇松尾　星、森脇　千夏、西宇　果保、吉田　日和、木村　香奈恵、吉永　伊織、坂本　尚磨、 
　津崎　美穂、長光　博史、阿部　志麿子
中村学園大学短期大学部

P1-1-04	 保育園児の保護者における食生活の実態調査
〇岡崎　恵子、多田　賢代
中国学園大現代生活学部　人間栄養学科

P1-1-05	 母親の健康情報源の組み合わせ別の属性，ヘルスリテラシーおよび幼児の主食・主菜・副菜を組み合
わせた食事
〇吉井　瑛美1）、會退　友美2）、赤松　利恵3）、長谷川　智子4）、福田　一彦5）

1）長野県立大学健康発達学部　食健康学科、2）東京家政学院大学人間栄養学部　人間栄養学科、
3）お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、4）大正大学心理社会学部　人間科学科、
5）江戸川大学社会学部　人間心理学科

P1-1-06	 幼児を対象とした双方向型オンラインによる食育活動の実施と評価について
〇吉田　弘子1）、大内田　汐理2）、林　希3）、永渕　美香子4）、山田　朋子3,5）

1）中村学園大学短期大学部　食物栄養学科、2）元中村学園大学短期大学部　食物栄養学科、
3）中村学園大学付属壱岐幼稚園、4）中村学園大学短期大学部　幼児保育学科、
5）中村学園大学教育学部　児童幼児教育学科

P1-1-07	 幼児期の親の養育姿勢が女子大学生の生活習慣に及ぼす影響
〇野口　瑞季、岸本　三香子
武庫川女子大学

P1-1-08	 幼児を対象とした食介入支援による生活習慣の変化
〇岸本　三香子1）、野口　瑞季1）、村上　亜由美2）

1）武庫川女子大食物栄養科学部　食物栄養学科、2）福井大教育学部

P1-1-09	 幼児のいる家庭での野菜提供品目数の増加に関連する要因
〇中西　尋子、北村　真理
武庫川女子大学食物栄養科学部

P1-1-10	 幼児の保育活動による咀嚼能力向上に関する研究
〇吉田　日和、森脇　千夏、西宇　果保、松尾　星、木村　香奈恵、山川　由莉、坂本　尚磨、 
　吉永　伊織、長光　博史、阿部　志麿子
中村学園大学短期大学部
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栄養教育・食育2 9月17日（土） 11：20～11：50　G会場

座長：吉本　優子（京都府立大学大学院）

P1-2-01	 幼児期における家庭での食育活動の実践例と効果の検討
〇上山　恵子、東　実奈、中村　佑香、藤丸　桃名、宮本　芽依
千里金蘭大学生活科学部　食物栄養学科

P1-2-02	 幼児を持つ保護者のための食育意識尺度の信頼性の再検証
〇吉田　真知子、毛内　身知
和洋女子大学家政学部　健康栄養学科

P1-2-03	 幼稚園児の食への興味・関心と感謝の気持ちを育むための食育教材の作成と評価
〇金田　直子1）、藤原　茉奈2）、早見　直美3）

1）帝塚山学院大学人間科学部、2）一般財団法人日本食品分析センター、3）大阪公立大学大学院生活科学研究科

P1-2-04	 保育所給食メニューを用いた咀嚼行動に関する客観的エビデンス構築に向けた取り組み
〇北村　真理、中西　尋子
武庫川女子大学食物栄養科学部

P1-2-05	 子育て支援を目的としたレシピ集配布による保護者の食意識・食行動の変化（第4報）
〇西宇　果保、森脇　千夏、吉永　伊織、山川　由莉、坂本　尚磨、松尾　星、吉田　日和、津崎　美穂、 
　木村　香奈恵、長光　博史、阿部　志麿子
中村学園大学短期大学部

P1-2-06	 熊本県内保育施設に勤務する給食担当者を対象とした意識調査：管理栄養士・栄養士と調理師の比較
〇秋吉　澄子1）、原田　香1）、小林　康子1）、柴田　文1）、木村　美穂1）、守田　真里子2）、川上　育代2）、 
　大柿　惠子2）、増淵　千保美3）、當房　浩一4）、坂田　敦子2）

1）尚絅大学短期大学部　食物栄養学科、2）尚絅大学生活科学部　栄養科学科、3）尚絅大学短期大学部　幼児教育学科、
4）信州大学学術研究院医学系（旧所属：尚絅大学生活科学部　栄養科学科）

P1-2-07	 インターナショナルスクール保育園の幼児における海外滞在経験と食習慣、食嗜好との関連
〇土岐田　小百合1,2）、太田　雅規1）、南里　明子1）、梅木　陽子1）

1）福岡女子大学大学院、2）株式会社リトルガーデン

P1-2-08	 保育所年間食育計画の実際
〇大坂　裕子1）、上杉　宰世2）

1）駒沢女子大、2）大妻女子大

P1-2-09	 乳幼児施設における管理栄養士・栄養士の配置および食育活動の状況（施設へのアンケート調査結果
より）
〇西田　江里
長崎短期大学地域共生学科　食物栄養コース

P1-2-10	 保育所職員における食物アレルギー対応に関するニーズ調査：質的研究によるパイロット調査
〇太田　はるか
京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻　健康情報学

栄養教育・食育3 9月17日（土） 14：20～14：50　G会場

座長：中田　智子（栃木市立大平中学校）

P1-3-01	 10～12歳男女における睡眠の質と就寝前行動
〇中西　朋子1）、吉川　達哉2）、樋口　良子3）、片岡　沙織3）、鈴木　志保子3）、金久　博昭4）

1）共立女子短期大学、2）神奈川県立保健福祉大学大学院、3）神奈川県立保健福祉大学、4）鹿屋体育大学
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P1-3-02	 子供の日常生活に結び付けることができる食育教材の開発と評価
〇大場　美歩、坂本　萌、新谷　華世、兼安　真弓、園田　純子、乃木　章子、加藤　元士
山口県立大学看護栄養学部　栄養学科

P1-3-03	 学校給食における地場産物の使用と郷土料理を活用した取り組みについて
〇山本　幸恵1）、岡田　洋紀2）

1）羽衣国際大学人間生活学学部　人間生活学科、2）奈良県河合町役場

P1-3-04	 学校給食を活用した個に応じた食事の摂り方と運動の継続的な指導と成果
〇黒河　あおい1）、上家　卓2）、笹嶋　良子3）、中村　双葉4）

1）名寄市立大学、2）札幌市立資生館小学校、3）増毛町立増毛小学校、4）旭川市立神楽岡小学校

P1-3-05	 放課後児童クラブに通う生徒を対象にした食育実施方法の違いによる教育評価
〇植村　百江、曽田　千香子、森川　真帆
長崎県立大

P1-3-06	 小学校における給食時間の指導方法の確立	－学級担任と栄養教諭の連携による指導資料と媒体の開
発－
〇前澤　優空1）、高橋　美紗2）、本宮　明純2）、八重樫　鈴音2）、浅沼　美由希3）

1）実践女子大学生活科学部　食生活科学科、2）前岩手県立大学盛岡短期大学部　生活科学科、
3）岩手県立大学盛岡短期大学部　生活科学科

P1-3-07	 保護者の減塩意識が子どもの食意識·食習慣に与える影響	－小中学生への減塩教育と保護者へのかか
わり－
〇木下　麻衣、古田　佳奈子、乾　陽子
学校法人享栄学園鈴鹿大学短期大学部

P1-3-08	 演題取り下げ

P1-3-09	 小学5年生の食行動・環境に関する計画的行動理論を用いた探求
〇小島　菜実絵、西田　清花、丸野　明日香
京都光華女子大学

P1-3-10	 小学5年生の食事の手伝い頻度と児童及び保護者の食習慣、共食状況との関連
〇浜谷　小百合、太田　雅規
福岡女子大学大学院人間環境科学研究科

栄養教育・食育4 9月17日（土） 15：40～16：10　G会場

座長：土海　一美（美作大学）

P1-4-01	 新型コロナウイルス感染症流行下において給食の時間を楽しむ児童とエゴ・レジリエンス
〇安達　内美子1,2）、上原　正子2）

1）名古屋学芸大学管理栄養学部、2）名古屋学芸大学健康・栄養研究所

P1-4-02	 児童の朝食摂取状況に基づく異なる対象者への朝食指導介入による教育効果の検討
〇塩崎　泰乃1）、小林　美香1）、熊谷　萌々子1）、上村　紗代1）、原田　文恵1）、吉川　美紀1）、 
　横田　貞子1）、今村　祐子1）、齋藤　裕香子1）、青島　知美1）、鈴木　紀子1）、原田　真美子1）、 
　浅井　沙織1）、長谷川　啓子1）、亀山　詞子2,3）、井上　広子4）、桑野　稔子2）

1）静岡県学校給食栄養士会　栄養教諭朝食指導研究部、2）静岡県立大学食品栄養科学部　栄養生命科学科、
3）日本女子大学家政学部　食物学科、4）東洋大学食環境科学部　健康栄養学科
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P1-4-03	 埼玉県ときがわ町の小中学生における朝食の摂取に関する調査
〇深谷　睦、神内　伸也、古屋　牧子、岩田　直洋、日比野　康英
城西大

P1-4-04	 「和食だし体験講座」が小学生高学年の食行動に及ぼす影響
〇濱口　郁枝1）、大石　ひとみ2）、山田　幸二郎2）、菊池　陽子2）、山本　勝巳2）、廣瀬　頼子2）、 
　北村　衣江2）

1）甲南女子大学、2）大阪ガスネットワーク株式会社

P1-4-05	 コロナ禍における学童の食生活に関する実態調査	第1報	－保護者の意識から児童の食生活改善－
〇鴫原　美智子1）、近藤　亜水美2）、鈴木　礼子3）、鈴木　智恵子4）、大岩　沙希1）、佐藤　ゆき5）

1）東北生活文化大、2）仙台市立四郎丸小、3）日本女子大、4）佐賀大、5）独立行政法人労働者健康安全機構

P1-4-06	 コロナ禍における学童の食生活に関する実態調査	第2報
〇近藤　亜水美1）、鴫原　美智子2）、鈴木　礼子3）、鈴木　智恵子4）、大岩　沙希2）、佐藤　ゆき5）

1）仙台市立四郎丸小、2）東北生活文化大、3）日本女子大、4）佐賀大、5）独立行政法人労働者健康安全機構

P1-4-07	 食育活動の取り組み	～中学生期～
〇阪田　直美
精華女子短期大学生活科学科　食物栄養専攻

P1-4-08	 中学生と保護者への「日本型食生活」に着目した食情報提供とその評価に関する検討
〇小林　知未1）、久保　佐智美2）、西尾　久子2）

1）武庫川女子大学食物栄養科学部、2）帝塚山学院大学人間科学部

P1-4-09	 産官学連携活動における中学校給食レシピ開発プロジェクトの効果
〇木下　佳代子、能瀬　陽子
大阪国際大学短期大学部　栄養学科

P1-4-10	 女子中学生の学校販売昼食弁当に関する研究	－副菜の食塩相当量の検討－
〇堀西　恵理子1）、大島　志織2）、丸山　智美2）

1）金城学院大学大学院人間生活学研究科、2）金城学院大学生活環境学部

栄養教育・食育5 9月17日（土） 10：20～10：50　H会場

座長：笠原　賀子（高知県立大学）

P2-1-01	 高校生を対象とした朝食の主食別の摂取エネルギー、栄養素および食品群別摂取量の研究
〇大島　志織1）、神田　知子2）、堀西　恵理子3）、丸山　智美1）

1）金城学院大学生活環境学部、2）同志社女子大学生活科学部、3）金城学院大学大学院人間生活学研究科

P2-1-02	 コロナ禍における飲料・間食摂取の現状	－マレーシアの大学生の事例－
〇戸張　千夏1）、高増　雅子2）

1）人間総合科学大学、2）日本女子大学

P2-1-03	 栄養バランスに配慮した食生活と食行動・食態度との関連
〇西村　美津子1）、嶋田　さおり2）

1）くらしき作陽大学食文化学部　栄養学科、2）安田女子大学家政学部　管理栄養学科

P2-1-04	 インターネットを介した食事ではおいしさや満足感をどのように感じるか？
〇海和　美咲1,2,3）、木下　直彦4）、稲葉　洋美2,5）

1）新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科、2）新潟医療福祉大学栄養科学センター、
3）相模女子大学栄養科学部　健康栄養学科、4）新潟医療福祉大学医療経営管理学部　医療情報学科、
5）新潟医療福祉大学健康科学部　健康栄養学科
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P2-1-05	 北海道に伝わる蕎麦に対する若い世代のイメージ
〇玉垣　優子、石井　智美
酪農学園大学　農食環境学群

P2-1-06	 大学生による持続可能な食育実践事例	～郷土料理アップデートプロジェクト～
〇川端　紗也花、岡崎　貴世
四国大学生活科学部　健康栄養学科

P2-1-07	 若年者の朝食喫食状況と健康的な食事の動機づけとの関連
〇黒川　浩美1）、黒川　通典2）、伊藤　美紀子3）

1）大阪青山大学、2）摂南大学、3）兵庫県立大学

P2-1-08	 女子大学生の「若年女性のやせ」に対する認識度及び食意識について
〇長谷川　輝美、不殿　彩加、平野　雄
鎌倉女子大学家政学部　管理栄養学科

P2-1-09	 オンライン「手作りみそ講座」を通じた多世代の地域交流の取り組み
〇富永　暁子1）、小野　友紀1）、ワゲラ　久美子1）、小林　雪子2）

1）大妻女子大学短大部、2）社福東京栄和会

P2-1-10	 短期大学が行う地域貢献	－授産施設における食育－
〇森　久栄
大阪夕陽丘学園短期大学

公衆栄養・栄養疫学1 9月17日（土） 11：20～11：50　H会場

座長：中畑　典子（島根県立大学）

P2-2-01	 食事調査法としての24時間蓄尿の負担感：複数の食事調査法の実施経験を持つ成人男女の視点
〇上地　賢1）、佐々木　敏2）

1）東邦大学健康科学部、2）東京大学大学院　社会予防疫学分野

P2-2-02	 24時間思い出し法の繰り返しによる被調査者の食事内容変動の検討
〇杉山　紘基、上野　理子、片井　萌夏、金子　さくら、三浦　眞乃、宮本　賢一
龍谷大学農学部　食品栄養学科

P2-2-03	 高齢者を対象とした24時間思い出し法の実施における問題点の検討
〇鎌田　智英実1）、原　実里1）、藤本　桃花1）、山岡　悠1）、湯浅　奈美2）、長町　みどり2）

1）四国大学生活科学部、2）藍住町社会福祉協議会

P2-2-04	 2つの高齢者健康栄養調査結果の8訂日本食品標準成分表への読替と再評価
〇酒元　誠治1）、棚町　祥子2）、川谷　真由美3）、鈴木　太郎4）、辻　雅子5）、小瀬　千晶6）、日高　知子1）、 
　甲斐　敬子2）、久野　一恵7）

1）公社宮崎県栄養士会、2）南九州大学　管理栄養学科、3）島根県立大学　健康栄養学科、4）龍谷大学　食品栄養学科、
5）東京家政学院大学　健康栄養学科、6）国立病院機構神戸医療センター、7）西九州大学　健康栄養学科

P2-2-05	 女子大学生を対象とした食事記録調査方法の検討	～平日と休日に分けて行う必要性について～
〇江森　佐弥佳1,2）、長谷川　千織2）、小林　実夏1,2）

1）大妻女子大学家政学部　食物学科、2）大妻女子大学大学院人間文化研究科

P2-2-06	 基礎的鉄損失と月経鉄損失の合成和の簡便計算法に関する検討
〇横井　克彦
聖徳大学人間栄養学部　人間栄養学科
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P2-2-07	 県民健康・栄養調査の実施手法に関する一考察
〇松尾　嘉代子1）、浅田　友恵2）、加藤　千春3）、川野　香織1）、宮原　恵子1）、山下　千尋1）、 
　岡本　美紀1）

1）長崎国際大学健康管理学部　健康栄養学科、2）長崎県西彼保健所、3）長崎県福祉保健部国保・健康増進課

P2-2-08	 生活環境とヘルスリテラシーに注目した無糖飲料摂取行動の変容：日本人と中国人、日本在留中国人
の比較研究
〇張　淑娟、佐古野　瑛、太田　雅規
福岡女子大大学院人間環境科学

P2-2-09	 在宅向け高齢者・病者用食品の流通チャネルの構造	－要配慮者の食料品アクセス確保のために－
〇大宮　めぐみ1）、清原　昭子2）

1）中国学園大学国際教養学部、2）福山市立大学都市経営学部

P2-2-10	 フレイル予防を目的とした地域高齢者の食事摂取量と骨格筋量の検討
〇坪内　美穂子1）、田中　優成1,2）、今枝　奈保美3）、徳留　裕子4）

1）美作大学、2）筑波大学大学院、3）至学館大学、4）名古屋学芸大学健康・栄養研究所

公衆栄養・栄養疫学2 9月17日（土） 14：20～14：50　H会場

座長：焔硝岩政樹（ノートルダム清心女子大学）

P2-3-01	 レシピ動画配信事業での普及可能性と課題の検討
〇川上　貴代1）、麓　菜摘1）、高橋　伸悟2）、平松　智子1）、寺西　柊二1）

1）岡山県立大、2）岡山県市町村栄養士研究協議会

P2-3-02	 コロナ禍におけるソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用が生活・食習慣に与える影響
〇小林　実夏1）、水谷　千代美1）、林　明子1）、藤井　直子1）、堀口　美恵子2）

1）大妻女子大学家政学部、2）大妻女子大学短期大学部

P2-3-03	 管理栄養士等の食に携わる者を対象としたWeb調査のための疫学フィールドの可能性の模索
〇松下　英二
名古屋学芸大学管理栄養学部

P2-3-04	 cnm遺伝子陽性ミュータンス菌の保菌と幼少期の食環境との関連
〇木村　留美、長嶺　憲太郎
広島国際大健康科学部　医療栄養学科

P2-3-05	 東京周辺在住の母親における乳児用調製乳の利用実態調査
〇遠藤　香
共立女子大学家政学部　食物栄養学科　公衆栄養学研究室

P2-3-06	 1歳6ヶ月児健診受診者の親の離乳食づくりに関する意識や悩みについて
〇外川　晴香、荻野　大助
名寄市立大学

P2-3-07	 等価所得の違いによる幼児の栄養素等摂取状況と食品群別摂取量への影響	第3報	栄養素摂取量の比較
〇酒井　亜月1）、由田　克士1,2）、髙橋　孝子1,2）、岡部　哲子3）、佐々木　ルリ子4）、吉岡　有紀子5）、 
　野末　みほ6）、坂本　達昭7）、伊藤　早苗8）、齋藤　沙織9）、緒方　裕光10）、阿部　彩11）、原　光彦12）、 
　石田　裕美10）、村山　伸子13）

1）大阪市大院、2）大阪公大院、3）天使大、4）宮城学院女大、5）相模女大、6）常葉大、7）熊本大、8）琉球大、9）山梨学院大、
10）女子栄養大、11）東京都大、12）和洋女子大、13）新潟県大
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P2-3-08	 等価所得の違いによる幼児の栄養素等摂取状況と食品群別摂取量への影響	第2報	食品群別摂取量の
比較
〇髙橋　孝子1,2）、酒井　亜月1）、由田　克士1,2）、岡部　哲子3）、佐々木　ルリ子4）、吉岡　有紀子5）、 
　野末　みほ6）、坂本　達昭7）、伊藤　早苗8）、齋藤　沙織9）、緒方　裕光10）、阿部　彩11）、原　光彦12）、 
　石田　裕美10）、村山　伸子13）

1）大阪市大院、2）大阪公大院、3）天使大、4）宮城学院女大、5）相模女大、6）常葉大、7）熊本県大、8）琉球大、9）山梨学院大、
10）女子栄養大、11）東京都大、12）和洋女子大、13）新潟県大

P2-3-09	 等価所得の違いによる幼児の栄養素等摂取状況と食品群別摂取量への影響	第1報	研究の概要と等価
所得の状況
〇由田　克士1,2）、髙橋　孝子1,2）、酒井　亜月1）、岡部　哲子3）、佐々木　ルリ子4）、吉岡　有紀子5）、 
　野末　みほ6）、坂本　達昭7）、伊藤　早苗8）、齋藤　沙織9）、緒方　裕光10）、阿部　彩11）、原　光彦12）、 
　石田　裕美10）、村山　伸子13）

1）大阪市大院、2）大阪公立大院、3）天使大、4）宮城学院女子大、5）相模女子大、6）常葉大、7）熊本県立大、8）琉球大、
9）山梨学院大、10）女子栄養大、11）東京都立大、12）和洋女子大、13）新潟県立大

P2-3-10	 幼児における微量ミネラルの栄養上の問題に関する検討	～尿中ミネラル検査を中心に～
〇貝原　奈緒子1）、松田　依果2）

1）人間総合科学大学人間科学部　健康栄養学科、2）帝京平成大学健康メディカル学部　健康栄養学科

公衆栄養・栄養疫学3 9月17日（土） 15：40～16：10　H会場

座長：中村美詠子（浜松医科大学）

P2-4-01	 青森県と管内市町村の健康増進計画等における就学前肥満の改善に関する目標値の設定
〇熊谷　貴子1）、森山　洋美2）、小枝　みどり3）、伊藤　治幸4）、山田　真司1）

1）青森県立保健大、2）青森中央短大、3）柴田学園短大、4）天使大

P2-4-02	 小学5年生の児童における食費が安価でも栄養素摂取状況が良好な者の特徴
〇小島　唯1）、村山　伸子1）、石田　裕美2）、山本　妙子3）、硲野　佐也香4）

1）新潟県立大学、2）女子栄養大学、3）神奈川県立保健福祉大学、4）松本大学

P2-4-03	 若年青年者の食事パターンと相対的貧困との関連について
〇逸見　幾代1）、西村　栄恵2）、三田　陽子3）、嶋田　さおり4）、田中　弘之5）、安田　友未6）、中村　富予6）

1）沖縄大学健康栄養学部、2）金沢学院大学、3）北陸学院大学、4）安田女子大学、5）東京家政学院大学、6）龍谷大学

P2-4-04	 主食・主菜・副菜が揃った食事摂取と彩りとの関連性
〇三澤　朱実
東京家政学院大学

P2-4-05	 官学連携による葉酸摂取を促すリーフレット配布	妊娠前からの健康なからだづくりへ向けた高槻市
の取り組み
〇松尾　史絵1）、久藤　麻子2）、山下　典子1）、玉置　淳子2）

1）高槻市子ども未来部子ども保健課、2）大阪医科薬科大学医学部　衛生学・公衆衛生学

P2-4-06	 大学生の食物繊維摂取量について～新型コロナウイルス感染症流行前後比較および食環境・生活状況
との検討
〇鈴木　知沙菜1）、関根　彩乃2）、吉野　友実子1）、石井　佑果1）、内田　杏子1）、大泉　玲奈1）、 
　小山　はるな1）、町田　心1）、緒形　友里3）、寺内　恵美子3）、峰村　貴央4）、佐藤　ゆき5）、佐藤　彩3,6）、 
　小西　敏郎6,7）、関根　愛莉1）、鈴木　礼子1,7）

1）日本女子大、2）株グローバルキッズ、3）日本女子大大学院、4）千葉県立保健医療大、
5）独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所、6）東京医療保健大、7）東京医療保健大大学院



70

P2-4-07	 コロナ禍における生活様式の変化が女子大学生の食生活に与えた影響
〇市川　知美
広島女学院大学

P2-4-08	 青年期の朝食欠食に着目した食生活・生活習慣、健康状態の解析
〇岡田　果純1）、白浜　紗恵1）、桑野　稔子2）、井上　広子1）

1）東洋大学食環境科学部　健康栄養学科、2）静岡県立大学食品栄養科学部　栄養生命科学科

P2-4-09	 女子大学生のアレルギー疾患と心理的ストレス反応尺度および食事摂取パタンとの関連
〇齊藤　曜子1）、坂本　みのり2）、地村　真穂2）

1）京都光華女子大学健康科学部　健康栄養学科、2）元京都光華女子大学健康科学部　健康栄養学科

P2-4-10	 大学生の食環境とカルシウム摂取量との関連について
〇吉野　友実子1）、佐藤　凜2）、石井　佑果1）、鈴木　知沙菜1）、内田　杏子1）、大泉　玲奈1）、 
　小山　はるな1）、町田　心1）、緒形　友里3）、寺内　恵美子3）、峰村　貴央4）、佐藤　ゆき5）、 
　佐藤　彩3,6）、小西　敏郎6）、鈴木　礼子1）

1）日本女子大家政学部　食物学科、2）プリマハム株、3）日本女子大大学院家政学研究科　食物・栄養学専攻、
4）千葉県立保健医療大健康科学部　栄養学科、5）（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所、
6）東京医療保健大医療保健学部　医療栄養学科

P2-4-11	 従業員食堂での機能性食品導入による利用者の血糖値への影響：分割時系列デザインによる検討
〇白井　禎朗1）、佐久間　理英2）、中村　美詠子3）

1）金城学院大学、2）福岡女子大学、3）浜松医科大学

給食経営管理1 9月17日（土） 10：20～10：50　I会場

座長：寺岡千恵子（比治山大学）

P3-1-01	 爪ブラシ使用による着衣の汚染に関する衛生学的検討
〇村上　芽生1）、小西　葉弥2）、芝野　勇人1）、岡崎　貴世1）

1）四国大・院、2）四国大・生活科学

P3-1-02	 病院給食施設におけるATPふき取り検査を用いた衛生管理のレベルアップを支援する取り組み
〇千葉　啓子1）、下沢　順子2）、笹田　怜子3）

1）岩手県立大学研究・地域連携本部、2）医療法人千隆会岸原病院、3）岩手県立大学盛岡短期大学部　生活科学科

P3-1-03	 沿岸地域民泊事業における衛生環境整備を目的とした介入研究
〇笹田　怜子1）、千葉　啓子2）

1）岩手県立大学盛岡短期大学部、2）八戸学院大学健康医療学部

P3-1-04	 台所シンク由来腸内細菌科細菌の多剤耐性状況と衛生管理の検討
〇横山　佳子、林　美希、馬場　玲奈
京都女子大学家政学部　食物栄養学科

P3-1-05	 再加熱カート使用時における主食位置試料温度の再現性
〇三井　果穂1）、松月　弘恵1）、上岡　章男2）

1）日本女子大院、2）（株）ウエテック研究所

P3-1-06	 低温真空調理を用いた食肉調理品の品質評価の検討
〇渡部　佳美、村上　和保
広島女学院大学
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P3-1-07	 真空調理により調製した卵加工食品の物性に及ぼす寒天ゲル添加の影響
〇堀越　朋葉1）、阿部　みく美2）、小崎　智恵2）、藤井　恵子2）

1）前橋国際大学短期大学部、2）日本女子大学

P3-1-08	 調理済み冷凍食品の再加熱条件の検討：小規模施設・少量多品種提供を想定して
〇岡部　哲子1）、三股　尚子2）、工藤　あゆみ3）、久保田　のぞみ4）

1）天使大学、2）らくらダイニング、3）らくらケア、4）名寄市立大学

P3-1-09	 根菜類中の硝酸塩および亜硝酸塩含量への調理形態の影響
〇神田　妙野、角田　香澄
富山短期大学　専攻科食物栄養専攻

給食経営管理／栄養管理（栄養マネジメント） 9月17日（土） 11：20～11：50　I会場

座長：首藤　恵泉（岡山県立大学）

P3-2-01	 学校給食共同調理場における残菜に及ぼす環境要因についての検討
〇中桐　規代1）、李　順姫2）、大槻　剛巳3）、秋山　花衣1）、川上　貴代1）

1）岡山県立大学大学院保健福祉学研究科、2）川崎医科大学　衛生学教室、3）新庄村国民健康保険内科診療所

P3-2-02	 循環野菜を使用した「サステナブルランチフェア」の取り組み
〇河下　麻衣子1）、葉梨　静香2）、品川　喜代美2）、高戸　良之2）

1）シダックスコントラクトフードサービス株式会社、2）シダックス総合研究所

P3-2-03	 事業所給食におけるSDGs推進イベントの取り組み	～エシカルメニューの提供～
〇宮谷　瑞穂1）、後藤　健二2）、葉梨　静香3）、品川　喜代美3）、高戸　良之3）

1）シダックスコントラクトフードサービス株式会社、2）シダックス株式会社、3）シダックス総合研究所

P3-2-04	 昭和の学校給食日誌からみる沿岸部K小学校の使用食品の推移について
〇星　由美子1）、氏家　幸子2）

1）仙台青葉学院短期大学、2）仙台白百合女子大学

P3-2-05	 高タンパク質高食物繊維含有和菓子の食後血糖値上昇抑制効果
〇本山　陽子
人間総合科学大

P3-2-06	 母親が考える子の理想の体型と実際の体型のずれが子供の体型に与える影響
〇堀内　理恵1）、眞木　優子2）、康　薔薇3）、徳永　美希4）、高橋　徹4）

1）武庫川女子大学、2）園田女子大学、3）甲南女子大、4）金沢学院大

P3-2-07	 「おしゃもじ教室」の教育効果および子供が太ることへの懸念が子供の体型に及ぼす影響
〇眞木　優子1）、山本　託子2）、辻　由美3）、堀内　理恵4）

1）園田学園女子大学、2）明石市こども局、3）明石市感染対策局、4）武庫川女子大学　

P3-2-08	 授乳中の母親の食事と乳房トラブルや泌乳量との関連
〇大角　美穂1）、丸岡　紗也1）、長崎　祐樹1）、岡崎　愉加2）、津嘉山　泉3）、谷　政明4）、山本　登志子3）

1）岡山県立大学大学院保健福祉学研究科、2）岡山県立大学保健福祉学部　看護学科、
3）岡山県立大学保健福祉学部　栄養学科、4）医療法人社団真弘会谷病院

P3-2-09	 福祉型障害児入所施設に勤務する栄養士からみた発達障害児・者の食・食行動の困難の実態と支援の
課題
〇上田　由香理
大阪樟蔭女子大学
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P3-2-10	 家庭における小学校低学年児童の間食摂取状況と保護者の意識について
〇古屋　美知、鈴木　寛之
高知学園大学健康科学部　管理栄養学科

栄養管理（栄養マネジメント） 9月17日（土） 14：20～14：50　I会場

座長：水野　文夫（城西大学）

P3-3-01	 若年女性における月経随伴症状と生活習慣との関連
〇平澤　芳恵1,3）、大西　淳之2）

1）東京家政大学大学院人間総合研究科　健康栄養学専攻、2）東京家政大学家政学部　栄養学科、
3）東京労災病院治療就労両立支援センター

P3-3-02	 女子大学生におけるやせと食習慣及び身体的特性との関連
〇大和　孝子、安藤　優加、田中　里緒、楠田　聡美、成田　美奈、中島　晴菜
中村学園大学

P3-3-03	 女子大学生における運動量と身体組成，栄養素等摂取状況及び気分との関連
〇安藤　優加、大和　孝子、杉村　果奈、井上　和香、岩崎　彩
中村学園大学

P3-3-04	 変形性膝関節症患者に対するエクオール摂取の効果
〇神田　裕子、塩見　卓也
東京医療保健大学

P3-3-05	 排便コントロールが困難な在宅経腸栄養患者へ流動食を投与し改善が得られた3症例
〇馬庭　章子1）、金本　由紀子1）、花田　梢1）、名和田　淸子2）、杉浦　弘明1）

1）医療法人医純会すぎうら医院、2）島根県立大学看護栄養学部

P3-3-06	 終末期高齢者の栄養管理・栄養ケアに関する研究動向
〇久保田　のぞみ1）、岡部　哲子2）

1）名寄市立大学、2）天使大学

P3-3-07	 家庭用電気圧力鍋を用いた介護予防食、主菜献立の開発
〇佐喜眞　未帆、伊藤　美穂子、山中　なつみ
名古屋女子大学健康科学部　健康栄養学科

P3-3-08	 高齢者の舌口唇運動機能（オーラルディアドコキネシス）低下を示唆する食品群の検討
〇中園　栄里1）、齊田　直樹2）、南　レイナ1）、力丸　哲也1）

1）福岡医療短期大学　歯科衛生学科、2）特別養護老人ホーム　サンシャインプラザ

P3-3-09	 備蓄食と配給食での生活が心身に及ぼす影響
〇吉田　純子1）、山田　彩乃2）、川崎　亜未果3）、高原　未来4）

1）福山大学生命工学部　生命栄養科学科、2）桜風会介護老人福祉施設あいあい桜が丘、
3）白雲福祉会幼保連携型認定こども園　みどりこども園、4）株式会社誠和

P3-3-10	 身体活動量測定におけるウェアラブル端末の利用–栄養ケアプロセス（NCP）の栄養診断への応用
〇腰本　さおり1）、櫻井　宏樹2）、天野　晃滋3）、公受　裕樹4）、宮島　美穂5）、竹内　崇5）、松島　英介5）

1）東京家政学院大学　人間栄養学科、2）虎の門病院、3）国立がんセンター中央病院、4）恩田第二病院、5）東京医科歯科大学
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食品・食品成分・食品機能1 9月17日（土） 10：20～10：50　J会場

座長：青江誠一郎（大妻女子大学）

P4-1-01	 イナゴ乾燥粉末が成長期雄ラットの生殖器発達に及ぼす影響
〇花井　美保、永田　未来、川底　恒輝、赤池　遥香、石井　まい、山田　貴子
神奈川工科大・管理栄養

P4-1-02	 廃用性筋萎縮モデルマウスの筋組織に対するエゴマ油の効果
〇今井　千尋、堀　由奈、岡田　直子、藤田　恭輔
富山短大　専攻科食物栄養専攻

P4-1-03	 カルノシン酸とピシフェリン酸の肺がん転移予防効果
〇柴田　紗知、今　重之
福山大学薬学部

P4-1-04	 冷え症状に対するシナモンの長期摂取の効果
〇菱田　一葉、藤田　恭輔
富山短大　専攻科食物栄養専攻

P4-1-05	 2型糖尿病ラットに及ぼすピーナッツ渋皮抽出物（PSE）の効果について
〇曽川　美佐子1）、脇坂　しおり1）、坂東　賢一2）、寺西　弘志3）、丹野　亮介3）、山本　正次3）

1）四国大学生活科学部、2）四国大学大学院人間生活科学研究科、3）KISCO株式会社

P4-1-06	 ユーグレナKishu株の筋芽細胞への影響
〇中山　貴之1）、後藤　陽1）、竹中　秀里2）

1）株式会社ビオラボ、2）株式会社GEホールディングス

P4-1-07	 学校給食における飽和脂肪酸とトランス脂肪酸量の測定
〇荒木　裕雅、竹内　弘幸、太田　裕美子
富山短期大学　専攻科食物栄養専攻

P4-1-08	 顕性糖尿病発症に対するイヌリン摂取の影響	～1型糖尿病モデル動物を用いた検討～
〇籠橋　有紀子1）、大谷　浩2）

1）島根県立大学、2）島根大学

P4-1-09	 ラットにおけるカニ殻のコレステロール濃度低下作用
〇駒澤　蓮人1）、後田　紗弥1）、大森　聡1）、濱住　博之2）、竹内　弘幸1）

1）富山短期大学、2）魚津漁業協同組合

P4-1-10	 ごぼうに含まれるポリフェノールの血糖値上昇抑制作用成分の探索
〇河邉　聡子1）、秋山　佳奈1）、藤本　秀平1）、藤澤　早美1）、伊東　秀之2）

1）川崎医療福祉大・臨床栄養、2）岡山県立大・保健福祉

食品・食品成分・食品機能2 9月17日（土） 11：20～11：50　J会場

座長：叶内　宏明（大阪公立大学大学院）

P4-2-01	 ナノプラスチックの蓄積性と安全性に関する研究
〇後田　紗弥、駒澤　蓮人、竹内　弘幸
富山短期大学

P4-2-02	 LOMAC培地により分類されたPantoea属の種類と宿主について
〇徳野　裕子、木下　瑞貴、菅原　沙恵子
十文字学園女子大学人間生活学部　健康栄養学科
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P4-2-03	 国産ナス中に含まれる原産地別によるヒスタミンの相違
〇杉山　乃野、半田　彩実
富山短期大学　専攻科食物栄養専攻

P4-2-04	 国産ナスに含まれるヒスタミンの品種別の相違と米ナスによる部位別の調査
〇仲上　桃香、半田　彩実
富山短期大学　専攻科食物栄養専攻

P4-2-05	 プルーンが人工消化モデルにおける鉄の溶解性に及ぼす影響
〇森　雄一郎、小山　泰史、山元　宏貴
三基商事株式会社　総合研究所

P4-2-06	 ヒト腸管モデル培養細胞においてリンゴ果汁はアスコルビン酸の吸収を促進する
〇舘花　春佳、野上　亜里沙、井澤　弘美
青森県立保健大

P4-2-07	 In	vitroにおけるレジスタントスターチのアミラーゼ活性抑制効果について
〇大村　正史1）、上田　佳美1）、内田　実佑1）、恒松　柚花1）、米原　百合香1）、伊藤　太二1）、
　柄澤　美佳2）

1）鎌倉女子大学　管理栄養学科、2）北里大学保健衛生専門学院　管理栄養科

P4-2-08	 老化促進モデルマウスにおけるピシフェリン酸の抗老化効果と加齢性疾患予防効果
〇桜井　奏慧1）、今　重之2）、柴田　紗知3）

1）福山大・生命工、2）福山大・薬、3）福山大・薬

P4-2-09	 ピシフェリン酸摂取による抗ストレス効果の検討
〇山脇　葵、山内　敦貴、高砂　みゆき、石川　裕菜、今　重之、柴田　紗知
福山大学薬学部

P4-2-10	 加熱条件を変えたレンコンの褐変反応と抗酸化性
〇人見　英里、田上　怜奈
山口県立大

食品・食品成分・食品機能3 9月17日（土） 14：20～14：50　J会場

座長：曽川美佐子（四国大学）

P4-3-01	 血糖値維持効果を示す食品由来成分および微生物代謝成分の探索
〇山内　敦貴、山脇　葵、高山　健人、前原　昭次、今　重之、柴田　紗知
福山大学薬学部

P4-3-02	 ベビーリーフ野菜および青汁の摂取タイミングが食後血糖値変動に及ぼす影響
〇横向　慶子、金　書賢、田部　莉子、西村　剛
新潟食料農業大学食料産業学部　食料産業学科

P4-3-03	 生体内に存在する有機酸が培養肝細胞の糖・脂質代謝に与える影響
〇倉若　美咲樹1）、山崎　優子2）、志村　二三夫3）

1）十文字学園女子大学人間生活学部　食品開発学科、2）十文字学園女子大学人間生活学部　食物栄養学科、
3）十文字学園女子大学大学院人間生活学研究科　食物栄養学専攻

P4-3-04	 ササゲ豆の水煮加熱による物性変化について
〇折田　綾音1）、前田　剛希2）、土田　永渡2）、沖　智之1）

1）中村学園大、2）沖縄県農業研究セ
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P4-3-05	 パンの嗜好性に及ぼすプロテインパウダーの影響
〇山本　真衣、山下　紗弥、高木　尚紘
富山短期大学　専攻科食物栄養専攻

P4-3-06	 ピーナッツ加工食品の性状と代替食品調製の試み
〇石原　三妃
松本大学健康科学研究科

P4-3-07	 ピーマンに含有されるquercitrin量の下処理作業による変化
〇大澤　絢子、長嶋　碧也
神奈川工科大　管理栄養学科

P4-3-08	 ミトコンドリアの活性化や品質維持に効果的な栄養成分を効率よく摂取するメニューの作成（3）
〇鈴木　寛之、古屋　美知
高知学園大学健康科学部　管理栄養学科

P4-3-09	 「阿波すず香」果汁を用いたうどん調製の試み
〇芝野　勇人、岡崎　貴世
四国大・院

P4-3-10	 いちごの嗜好性評価に関する研究
〇高橋　真美
戸板女子短大

栄養教育・食育6 9月18日（日） 10：20～10：50　G会場

座長：多田　賢代（中国学園大学）

P1-5-01	 ジェンダーレス化の中での女性におけるウイスキーのイメージ
〇玉山　華、塚口　朋美、石井　智美
酪農学園大学　循環農食環境学群　食と健康学類　管理栄養士コース

P1-5-02	 大学生を対象にした「旬の食材を取り入れた献立作成」の授業実践の評価
〇村上　亜由美1）、岸本　三香子2）

1）福井大学、2）武庫川女子大　食物栄養

P1-5-03	 保育者養成校の学生における食育と子育て観との関連
〇橋本　洋子、加賀谷　崇文
秋草学園短期大学地域保育学科

P1-5-04	 大学生とその母親のたんぱく質摂取の現状について
〇梶田　路津子、塚口　朋美、石井　智美
酪農大院・酪農学・食品栄養科学

P1-5-05	 短大生から高校生へのピュアエデュケーションによる教育効果の可能性	～コロナ禍での食育活動の
実践報告～
〇山本　ちか1）、小濱　絵美1）、松永　はるな1）、渡辺　和代2）、冨田　美菜子3）、加藤　恵子4）

1）名古屋文理大学短期大学部、2）名古屋市保健所北保健センター、3）名古屋市保健所西保健センター、
4）元名古屋文理大学短期大学部

P1-5-06	 食塩量1日5g未満の食事の受容に関する研究
〇樋口　誉誌子1）、平山　京花2）、松村　菜由2）、宮崎　奈央2）、細山田　康恵3）、山田　正子1）

1）東京家政学院大学、2）元東京家政学院大学、3）千葉県立保健医療大学
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P1-5-07	 エネルギー摂取量を導くスクリーニング用紙の開発	－若い世代向け－
〇川俣　幸一1）、高内　しおり2）

1）東北生活文化大学　健康栄養学専攻、2）東北生活文化大学卒業生

P1-5-08	 短大生の食生活と家族機能および親子の信頼感との関係性
〇城戸　美咲、堀田　安友花、樋口　康彦
富山短大　専攻科食物栄養専攻

P1-5-09	 若い世代の実際の食生活と食に関するリテラシーについて
〇神田　あづさ、熊坂　凪沙、菊地　怜奈、工藤　真歩、阿部　衣純、結城　亜美
仙台白百合女子大

P1-5-10	 鹿児島県特産物を使用した「食の体験授業」が学生の食品選択に及ぼす影響
〇脇村（草刈）　優子、中川　幸子
服部栄養専門学校

栄養教育・食育7 9月18日（日） 11：20～11：50　G会場

座長：植村　百江（長崎県立大学）

P1-6-01	 大学生におけるコロナ禍前後の外食行動の変化と行動基準尺度の関連
〇堀田　安友花、城戸　美咲、樋口　康彦
富山短大　専攻科食物栄養専攻

P1-6-02	 管理栄養士養成課程学生における1年次の食事作りに関する意識と実践の変化
〇長嶋　泰生、沼口　晶子、久保田　のぞみ
名寄市立大学保健福祉学部　栄養学科

P1-6-03	 本学管理栄養士養成課程学生の塩味で連想する食品
〇塚口　朋美1）、佐藤　亜祐2）、石井　智美1）

1）酪農学園大学大学院酪農学研究科　食品栄養科学専攻、2）松前町立病院

P1-6-04	 大学生を対象とした災害に対する備えに関する調査
〇浅田　憲彦1）、海陸　留美2）、東保　美香2）、小野　尚美3）、小野　章史4）

1）甲南女子大学医療栄養学部　医療栄養学科、2）別府大学短期大学部　食物栄養科、
3）中国学園大学現代生活学部　人間栄養学科、4）川崎医療福祉大学医療技術学部　臨床栄養学科

P1-6-05	 女子大学生の米飯摂取を中心とした食物摂取状況の特徴
〇嶋田　さおり1）、西村　美津子2）、西村　栄恵3）、逸見　幾代4）

1）安田女子大学家政学部　管理栄養学科、2）くらしき作陽大学食文化学部　栄養学科、
3）金沢学院大学栄養学部　栄養学科、4）沖縄大学健康栄養学部

P1-6-06	 コロナ禍における動画を用いた栄養教育論実習授業内容の検討について
〇森岡　美帆、若林　一花、五木田　祐里
和歌山信愛女子短期大学

P1-6-07	 男子大学生スポーツ選手における野菜・果物摂取に対する意識と摂取量との関連
〇鬼頭　美月1）、新山　萌花2）、宇田川　彩季3）、榎　裕美3）

1）愛知医科大学病院　栄養部、2）株式会社CO-CO start、3）愛知淑徳大学健康医療科学部

P1-6-08	 女子大学生の幼少期の栽培・収穫体験と食生活への良好な行動について
〇小川　眞紀子、山本　いず美、板敷　二葉、大崎　絢加、岸田　さくら、秦　亜佳音
ノートルダム清心女子大
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P1-6-09	 大学生の食育実践活動を通した鳥取県・八頭町とのつながり～大学・行政・NPO法人・企業との連携
〇石井　佑果1）、鈴木　知沙菜1）、吉野　友実子1）、橋本　明佳2）、内田　杏子1）、大泉　玲奈1）、 
　小山　はるな1）、町田　心1）、緒形　友里3）、寺内　恵美子3）、佐藤　彩3）、岡崎　萌生4）、山田　雅行5）、 
　森村　衣美4）、鈴木　礼子1）

1）日本女子大学家政学部　食物学科、2）アクセンチュア株式会社、3）日本女子大学大学院家政学研究科　食物・栄養学専攻、
4）NPO法人ちんじゅの森、5）一般社団法人Kid's Garden

栄養教育・食育8 9月18日（日） 14：40～15：10　G会場

座長：廣瀬　潤子（京都女子大学）

P1-7-01	 短大食物栄養学科学生による野菜摂取推進のための食育活動「野菜カフェ」（第1回）
〇澤田　里香、松本　紗耶加、増　泰、三田　陽子、俵　万里子、田中　弘美、新澤　祥惠
北陸学院大学短期大学部　食物栄養学科

P1-7-02	 短大食物栄養学科学生による野菜摂取推進のための食育活動「野菜カフェ」（第2回）
〇三田　陽子1）、野村　京子2）、松本　紗耶加1）、増　泰1）、澤田　里香1）、俵　万里子1）、田中　弘美1）、 
　新澤　祥惠1）

1）北陸学院大学短期大学部　食物栄養学科、2）かなざわ食マネジメント専門職大学

P1-7-03	 農林漁業体験と食知識・意識：横断研究
〇町田　大輔
群馬大学共同教育学部　家政教育講座

P1-7-04	 食と環境の調和を目指した食育推進の取り組み	～地方と大学との連携活動について～
〇堀口　美恵子、田口　裕基、小野　友紀、富永　暁子、渡邉　萌、黒坂　悠紀、亀田　葵衣
大妻女子大学短期大学部

P1-7-05	 視覚障害者の調理実態調査とWebレシピの音表現分析による音支援の検討
〇油井　あまね、寺門　勇輔、上田　麻理、饗場　直美
神奈工大

P1-7-06	 フードロスへのコンビニエンスストアの企業努力について
〇熊谷　沙耶、齋藤　長徳
青森県立保健大学　栄養学科

P1-7-07	 オンライン食事指導における食品の過大評価・過小評価の検討
〇田中　弥生1）、尾崎　悦子1,2）、上薗　吏沙惠1）、岡本　安可1）、堀木　真由美1）

1）武庫川女子大栄養クリニック、2）京都府立医科大学　地域保健医療疫学

P1-7-08	 朝食欠食によるエネルギー不足と味覚の変化
〇齋藤　望、前田　朝美
柴田学園大学　健康栄養学科

P1-7-09	 ソーシャルネットワーキングサービスを利用した栄養指導
〇大槻　誠、鯉渕　莉帆、阪本　彩歌、田中　利佳、丸山　智美
鈴鹿医療科学大学　医療栄養学科

P1-7-10	 コロナ禍での地域の中高年男性対象の料理講習会
〇尾澤　典子1）、曽田　由佳2）、玉垣　優子1）、塚田　真理子3）、藤川　里美4）、石井　智美1）

1）酪農学園大学、2）社会福祉法人特別養護老人ホームひだまり大麻、3）北海道グリーンハウス、4）江別市立病院
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栄養教育・食育9 9月18日（日） 15：40～16：10　G会場

座長：嶋田さおり（安田女子大学）

P1-8-01	 地域在住中高年女性の健康教室参加によるライフスキルと身体状況の変化の検討
〇久保田　恵、井上　里加子
岡山県立大学保健福祉学部　栄養学科

P1-8-02	 習慣朝食欠食者に対する朝食摂取指導介入後の栄養摂取量
〇雀部　沙絵、國藤　琳、劒持　舞、藤本　菜摘
淑徳大

P1-8-03	 日本在住ブラジル日系人の日常の食に関する聞き取り
〇石井　智美1）、TANABE HITOMI2）、ADATHIHARA RUMI2）

1）酪農大、2）JICAブラジル

P1-8-04	 不規則勤務における生活習慣が及ぼす食生活・健康への影響	～警察官の生活習慣と食生活に関する
研究～
〇細田　理湖、齋藤　長徳
青森県立保健大学　栄養学科

P1-8-05	 ICT（LINE）を活用した、肥満に起因する労働災害防止及び生活習慣病防止のための食事指導効果の
検証
〇早瀬　須美子1）、庄司　吏香2）、太田　貴久3）、三ツ口　千代菊4）、徳留　裕子4）、下方　浩史4）

1）愛知学院大学、2）名古屋経済大学、3）愛知学泉短期大学、4）名古屋学芸大学健康･栄養研究所

P1-8-06	 健康増進を目的としたオンラインイベント開催に関する薬局管理栄養士の認識
〇本間　梨紗1）、小滝　綾乃2）、舩水　理央3）、池永　早希4）、宇野　如月5）、板津　沙耶佳6）、 
　亀山　彩恵7）、木原　未結8）、大貫　ミチ9）、幾度　友美9）、河野　光希10）、毛部川　実紀10）

1）薬樹薬局船橋金杉2号店、2）薬樹薬局上小町、3）薬樹薬局越谷ツインシティ、4）薬樹薬局伊奈、5）薬樹薬局鶴ヶ峰駅前店、
6）健ナビ薬樹薬局希望ヶ丘、7）薬樹薬局越谷、8）薬樹薬局飯田橋、9）薬樹薬局宮前平2号店、10）薬樹薬局長津田

P1-8-07	 健康増進を目的とした管理栄養士主催のオンラインイベントにより行動変容及び体重減少につながっ
た症例報告
〇小滝　綾乃1）、本間　梨紗2）、舩水　理央3）、池永　早希4）、宇野　如月5）、板津　沙耶佳6）、 
　亀山　彩恵7）、木原　未結8）、大貫　ミチ9）、幾度　友美9）、河野　光希10）、毛部川　実紀10）

1）薬樹薬局上小町、2）薬樹薬局船橋金杉2号店、3）薬樹薬局越谷ツインシティ、4）薬樹薬局伊奈、5）薬樹薬局鶴ヶ峰駅前店、
6）健ナビ薬樹薬局希望ヶ丘、7）薬樹薬局越谷、8）薬樹薬局飯田橋、9）薬樹薬局宮前平2号店、10）薬樹薬局長津田

P1-8-08	 電話を活用した栄養食事指導の運用･取り組みについて
〇北谷　彩香、島田　明穂、岡崎　宜子、小川　あやの、田上　ひとみ、水島　麻里、森　佑紀、 
　吉田　美紀、清水　朋子
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　栄養部

P1-8-09	 地域在住高齢者のヘルスリテラシーと生活習慣
〇辛島　順子
実践女子大学

P1-8-10	 演題取り下げ
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公衆栄養・栄養疫学4 9月18日（日） 10：20～10：50　H会場

座長：柳井　玲子（くらしき作陽大学）

P2-5-01	 不規則勤務者の食生活実態	－平成30年国民健康・栄養調査から－
〇山崎　聖美、瀧本　秀美
医薬基盤・健康・栄養研　国立健康・栄養研

P2-5-02	 日本人成人における食事の質の経年的変化と食事摂取量，BMIおよび身体活動量の変化との関連
〇渡邉　大輝1,2,3）、村上　晴香2,4）、丸藤　祐子2,5）、川上　諒子1,6）、谷澤　薫平1）、大野　治美2,7）、 
　小西　可奈2,8）、佐々木　梓9）、森下　明恵10）、宮武　伸行11）、宮地　元彦1,2）

1）早稲田大学スポーツ科学学術院、2）国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、3）京都先端科学大学、
4）立命館大学、5）駿河台大学、6）神奈川県立がんセンター、7）桐生大学、8）東洋大学、9）十文字学園女子大学、
10）岡山県南部健康づくりセンター、11）香川大学

P2-5-03	 健診を受診した女性における腹囲とBMIの関係
〇中川　実香1）、由田　克士1,2）、酒井　亜月1）、柳井　美希2）、福村　智恵1,2）、田畑　正司3）、 
　岡村　智教4）

1）大阪市立大学大学院生活科学研究科、2）大阪公立大学生活科学研究科、3）石川県予防医学協会、4）慶應義塾大学医学部

P2-5-04	 東大寺写経生のライフスタイルからみる疾病に関する研究
〇峰村　貴央1）、生魚　薫1）、鈴木　礼子2）、齋藤　さな恵3）、三舟　隆之3）

1）千葉県立保健医療大、2）日本女子大、3）東京医療保健大

P2-5-05	 日本人における肉類の摂取と糖代謝異常との関連
〇入江　咲帆1）、南里　明子1,2）、幸地　勇3）、江口　将史3）、加部　勇4）、溝上　哲也2）

1）福岡女子大学大学院人間環境科学研究科、2）国立国際医療研究センター　臨床研究センター　疫学・予防研究部、
3）古河電気工業株式会社、4）株式会社クボタ

P2-5-06	 日本人肥満者における低炭水化物食の体重減少効果：システマティックレビュー
〇本田　那菜、八重樫　昭徳
北海道文教大学人間科学部　健康栄養学科

P2-5-07	 日本食と抑うつ症状との関連
〇塩川　裕子1）、南里　明子1,2）、幸地　勇3）、江口　将史3）、加部　勇4）、溝上　哲也2）

1）福岡女子大学大学院人間環境科学研究科、2）国立国際医療研究センター　臨床研究センター　疫学・予防研究部、
3）古河電気工業株式会社、4）株式会社クボタ

P2-5-08	 野菜および果物の摂取とLOX-indexとの関連について
〇坂成　美来1）、太田　雅規1,2）、長野　真弓2）、梅木　陽子1,2）、南里　明子1,2）

1）福岡女子大学大学院人間環境科学研究科、2）福岡女子大学国際文理学部　食・健康学科

P2-5-09	 食行動と肥満および糖尿病との関連：古河健康栄養調査
〇南里　明子1,2）、劉　天鴿1）、江口　将史3）、幸地　勇3）、加部　勇4）、溝上　哲也2）

1）福岡女子大学大学院人間環境科学研究科、2）国立国際医療研究センター　臨床研究センター　疫学・予防研究部、
3）古河電気工業株式会社、4）株式会社クボタ

公衆栄養・栄養疫学5 9月18日（日） 11：20～11：50　H会場

座長：木村　秀喜（中村学園大学）

P2-6-01	 ベジファーストが食後血糖上昇に及ぼす影響について・阿波ベジファースト運動の推進3
〇島田　航汰1）、湯浅　有理愛2）、奥村　亮太3）、近藤　真紀4）

1）四国大学大学院人間生活科学研究科、2）四国大学大学院生活科学研究科、3）四国大学生活科学部、
4）合同会社藍らぼ・AWA
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P2-6-02	 性風俗産業従事者の指定成分等含有食品の利用実態に関する研究
〇藤井　仁1）、菅谷　圭介2）、新井　一郎2）、児玉　知子3）、湯川　慶子4）

1）目白大学、2）日本薬科大学薬学部、3）国立保健医療科学院国際協力研究部、4）国立保健医療科学院政策技術評価研究部

P2-6-03	 企業が運航するシャトルバスを利用した高齢者への買い物支援と健康支援サービスの同時提供
〇酒井　英彰1）、波多江　早織1）、柴本　勇2）、佐藤　豊展2）

1）株式会社杏林堂薬局、2）聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部

P2-6-04	 高齢者の口腔機能低下と食事の満足度および食品摂取可能状況
〇丸山　智美1）、杉浦　石根2）、稲川　祐成2）、松本　祐介2）、柴田　康博2）、朝井　康行2）、橋本　岳英2）、 
　中嶌　誠治2）、野村　岳嗣2）、松村　康正2）、阿部　義和2）、原　豪志3）、森田　一三4）

1）金城学院大学、2）公益社団法人岐阜県歯科医師会、3）神奈川歯科大学附属病院、4）日本赤十字豊田看護大学

P2-6-05	 地域在住高齢者の配食サービス利用に影響する諸要因：探索的質的研究
〇石田　由美子1）、久藤　麻子2）、太田　はるか3）

1）立命館大学食マネジメント学部、2）大阪医科薬科大学医学部、3）京都大学大学院医学研究科

P2-6-06	 新型コロナウィルス禍のボランティア活動自粛中における地域在住高齢者の心理的健康と食生活の関連
〇児玉　小百合1）、栗盛　須雅子2）、坂間　みく1）

1）相模女子大学短期大学部　食物栄養学科、2）聖徳大学看護学部

P2-6-07	 地域在住高齢者における四群点数法を用いた食事摂取状況とフレイルとの関連
〇大曽根　由実1）、野口　佳世2）、安瀬　ちせ2）、深沢　祐奈2）、横山　友里3）、成田　美紀3）、 
　藤原　佳典3）、北村　明彦4）、新開　省二2）

1）女子栄養大学大学院、2）女子栄養大学　地域保健・老年学研究室、3）東京都健康長寿医療センター研究所、
4）八尾市保健所健康まちづくり科学センター

P2-6-08	 自立高齢者における下腿周囲長と関連要因の縦断的検討
〇柳井　美希1）、西田　有里2）、由田　克士1,3）

1）大阪公立大学大学院生活科学研究科　食栄養学分野　公衆栄養学、2）帝塚山学院大学人間科学部　食物栄養学科、
3）大阪公立大学大学院生活科学研究科　食・健康科学講座　公衆栄養学

P2-6-09	 被災地で始めた「いっしょに作っていっしょに食べる」料理教室の変遷と特徴
〇木下　ゆり1）、佐藤　香菜子2）、黒田　藍3）、石井　なつみ4）、伊東　尚美5）、益田　裕司1）、 
　福田　吉治3）

1）東北生活文化大学短期大学部、2）中京学院大学短期大学部、3）帝京大学大学院公衆衛生学研究科、
4）医療法人かしの木内科クリニック、5）福島県立医科大学医学部　放射線健康管理学講座

P2-6-10	 北海道市町村の災害備蓄食料の扱いについて
〇川名　雄太、白石　楓人、木村　宣哉
酪農学園大学　農食環境学群　食と健康学類

スポーツ栄養 9月18日（日） 14：40～15：10　H会場

座長：黒河あおい（名寄市立大学）

P2-7-01	 ユースサッカー選手における身体組成と食事摂取状況の実態調査
〇太田　智子1,2）、堀田　徳子1）

1）西九州大学大学院、2）佐賀女子短期大学

P2-7-02	 徳島県内のジュニアアスリートの食生活状況調査
〇坂東　賢一1）、脇坂　しおり2）、曽川　美佐子2）

1）四国大学大学院人間生活科学研究科、2）四国大学生活科学部
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P2-7-03	 スポーツを行う児童の食生活とミネラルの出納について
〇塩原　明世1）、久保田　成美2）、新井　小雪1）、西形　朱音1）、小曽根　華奈子1）

1）東洋大学食環境科学部　健康栄養学科、2）株式会社ノムラ薬局

P2-7-04	 富山県の高校硬式野球選手1年生の体格、食行動変容ステージと栄養素摂取量の実態
〇山下　紗弥、山本　真衣、高木　尚紘
富山短期大学　専攻科食物栄養専攻

P2-7-05	 硬式野球部の男子大学生におけるソイプロテイン飲料摂取が栄養素摂取量、血液検査、主観的評価へ
及ぼす影響
〇山本　亜衣1）、新冨　瑞生1）、塩田　由紀1）、辰見　康剛2）、澤田　和英3）、長谷川　伸2）、樋口　行人2）、 
　河野　光登1）、湯澤　優一4）、巴　美樹1）

1）九州女子大学家政学部　栄養学科、2）九州共立大学スポーツ学部　スポーツ学科、
3）九州共立大学経済学部　経済・経営学科、4）不二製油株式会社

P2-7-06	 高校男子サッカー部員に対するWeb会議システムを介した栄養教育の試みと成果
〇四元　晴輝、松本　義信、三宅　沙知、武政　睦子、小野　章史
川崎医療福祉大

P2-7-07	 大学生サッカー選手の食行動に対する行動変容ステージと食事摂取状況
〇高柳　尚貴
東海学園大学健康栄養学部

P2-7-08	 チアリーダーにおけるポジション及びシーズンが身体組成、食事、食態度に及ぼす影響
〇御給　涼香1）、横山　礼奈2）、小林　沙綾2）、三田　有紀子2）、加藤　昌彦2）

1）椙山女大院生科研、2）椙山女大生科

P2-7-09	 チアリーディングの練習が咀嚼力に及ぼす影響
〇古泉　佳代1）、菊川　理子1）、山外　真央1）、中鶴　文菜2）、山田　優華2）

1）日本女子体育大学、2）日本女子体育大学大学院

P2-7-10	 プロボクシング選手の減量期における食事と体組成変動	ー健康管理アプリを使用した一例ー
〇田井　勇毅
茨城キリスト教大学生活科学部　食物健康科学科

給食経営管理2 9月18日（日） 10：20～10：50　I会場

座長：田淵真愉美（岡山県立大学）

P3-5-01	 大量調理におけるえのきのスープの食塩濃度の精度管理
〇辻　ひろみ1）、齋藤　大暉1）、名倉　秀子2）

1）東洋大学、2）十文字学園女子大学

P3-5-02	 野菜を用いた嚥下調整食の物性
〇廣瀬　潤子1,3）、門間　敬子1）、道慶　怜奈2）

1）京都女子大・家政学部　食物栄養学科、2）滋賀県立大・人間文化学部　生活栄養学科、
3）前所属・滋賀県立大・人間文化学部　生活栄養学科

P3-5-03	 エゴマの搾りかすの添加がスポンジケーキの品質に及ぼす影響
〇長川原　未咲、竹内　弘幸、藤田　恭輔、中根　一恵
富山短大　専攻科食物栄養専攻
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P3-5-04	 大量調理における冷凍野菜の調理特性について
〇酒井　博臣、松永　はるな
名古屋文理大学短期大学部

P3-5-05	 箕面市学校給食における「低アレルゲン献立給食」実施前後の食品群別食材使用量の比較
〇田岡　晃子、池上　益世、蜂須賀　のぞみ
大阪青山大学

P3-5-06	 箕面市学校給食における「低アレルゲン献立給食」実施前後の栄養価に対する食品群別寄与率の比較
〇池上　益世、蜂須賀　のぞみ、田岡　晃子
大阪青山大学

P3-5-07	 箕面市学校給食における「低アレルゲン献立給食」導入に対する教職員の意識
〇蜂須賀　のぞみ、池上　益世、田岡　晃子
大阪青山大学

P3-5-08	 当院の給食における日本食品標準成分表2020年版（八訂）改訂の影響について（第1報）
〇酒井　日菜子1）、永山　紀子1）、新垣　佳代2）、野口　博美2）、飯干　麻子1）、池田　直子1,3）

1）宮崎県立宮崎病院　栄養管理科、2）元宮崎県立宮崎病院　栄養管理科、3）宮崎県立宮崎病院　内科

P3-5-09	 当院の給食における日本食品標準成分表2020年版（八訂）改訂の影響について（第2報）
〇永山　紀子1）、酒井　日菜子1）、新垣　佳代2）、野口　博美2）、飯干　麻子1）、池田　直子1,3）

1）宮崎県立宮崎病院　栄養管理科、2）元宮崎県立宮崎病院　栄養管理科、3）宮崎県立宮崎病院　内科

P3-5-10	 地産地消による新たな食開発を通した地域活性化の取り組み（第3報）
〇吉川　志穂、江崎　翠、仁後　亮介、島田　淳巳、三堂　徳孝
中村学園大学短期大学部

給食経営管理3 9月18日（日） 11：20～11：50　I会場

座長：渡部　佳美（広島女学院大学）

P3-6-01	 病院の一般食を8訂日本食品標準成分表及び食事摂取基準2020に対応させるための方策について
〇棚町　祥子1）、川谷　真由美2）、栢下　淳子3）、酒元　誠治4）、日高　知子4）、高橋　陽子5）、 
　金津　千里5）、甲斐　敬子1）、久野　一恵6）

1）南九州大学健康栄養学部　管理栄養学科、2）島根県立大学　健康栄養学科、3）広島修道大学健康科学部　健康栄養学科、
4）公社宮崎県栄養士会、5）（株）メディカルネットワーク、6）西九州大学　健康栄養学科

P3-6-02	 日本食品標準成分表2020年版（八訂）を用いた食品群別加重平均成分表と食品構成表の検討
〇上延　麻耶、福永　祥子
長野県立大

P3-6-03	 特定給食施設等における適切な栄養管理業務の運営に関する研究－介護老人保健施設の食形態数と労
働生産性
〇西浦　幸起子1）、神田　知子1,2）、桒原　晶子3）、髙橋　孝子3）、赤尾　正4）、宇田　淳5）、 
　小切間　美保1,2）、渡邊　英美6）、市川　陽子7）

1）同志社女子大学大学院、2）同志社女子大学、3）大阪公立大学、4）大阪樟蔭女子大学、5）滋慶医療科学大学大学院、
6）帝塚山大学、7）静岡県立大学

P3-6-04	 I県T大学の給食経営管理学内実習施設を活用した管理栄養士教育の検討
〇長谷川　順子
東都大学
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P3-6-05	 調理知識・技術習得を促す教育に関する検討
〇沼口　晶子、長嶋　泰生、久保田　のぞみ
名寄市立大学保健福祉学部　栄養学科

P3-6-06	 学生指導におけるHACCP取り組みの注意及び改善点	～グループ分け及びフローチャートの作成ま
で～
〇武田　怜那、高柳　公仁子
学校法人大和学園京都栄養医療専門学校

P3-6-07	 栄養士養成施設学生における調理操作頻度による調理技術および学習意欲に及ぼす影響
〇中川　七海1）、木下　麻衣1）、大杉　領子2）、若杉　悠佑2）、杉野　香江3）、駒田　亜衣3）、梅原　頼子1）、 
　堀田　千津子2）

1）学校法人享栄学園鈴鹿大学短期大学部、2）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部　医療栄養学科、
3）三重短期大学食物栄養学科　食物栄養学専攻

P3-6-08	 大学生の大学での調理学実習、アルバイトでの調理経験が野菜の廃棄率と所要時間および調理器具に
関する調査
〇森永　八江
山口大

P3-6-09	 短期大学生の地域特産物を活用した製品開発の実践	～甲州天空かぼちゃの製菓・料理の開発及び販
売～
〇関戸　元恵、渡邉　みず季、深澤　早苗
山梨学院短大　食物栄養科

P3-6-10	 栄養バランスを整えた「健康巻寿司」の開発
〇藤澤　早美1）、小林　沙織2）、井上　淳詞2）、菅原　尚3）

1）川崎医療福祉大学、2）株式会社あじかん開発本部研究部、3）株式会社あじかん高松営業所

管理栄養士・栄養士・専門職1 9月18日（日） 14：40～15：10　I会場

座長：國本あゆみ（くらしき作陽大学）

P3-7-01	 栄養士養成課程における3次元教育媒体を活用した教育効果向上に関する研究（第5報）
〇治京　玉記
大阪夕陽丘学園短期大学

P3-7-02	 ICTを活用したがん患者向けメニュー開発が管理栄養士養成施設学生の社会人基礎力及び専門力に与
える影響
〇中里見　真紀、深谷　睦、水野　文夫、古屋　牧子、菊地　秀与、須永　克佳、神内　伸也、真野　博、 
　内田　博之、日比野　康英
城西大・医療栄養学科

P3-7-03	 科学的根拠に基づく栄養学のコアジャーナルの特定：日本人の食事摂取基準2020年版の参考文献を
用いた解析
〇高岡　友哉1,2）、大野　富美3）、角谷　雄哉4）

1）信州大学医学部附属病院　臨床栄養部、2）信州大学大学院総合医理工学研究科　医学系専攻、
3）東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻、4）大阪樟蔭女子大学健康栄養学部　健康栄養学科

P3-7-04	 病院管理栄養士から在宅医療へ実務経験を管理栄養士養成課程の教育に繋げる試み
〇澤部　加奈子
尚絅大学
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P3-7-05	 栄養士養成課程教育内容の「栄養の指導」における授業方法の検討
〇垣渕　直子、渡辺　ひろ美、國方　采佳、次田　一代
香川短期大学　生活文化学科食物栄養専攻

P3-7-06	 管理栄養士養成課程における臨地実習の実習内容に関する実態調査
〇鯨岡　みどり、布川　美穂、安河内　百花、高久　絵里香
和洋女子大学家政学部　健康栄養学科学外実習支援室

P3-7-07	 社会的認知向上のためのテキストマイニング分析を用いた内容分析1
〇大出　理香、白石　弘美
人間総合科学大学人間科学部　健康栄養学科

P3-7-08	 当社従業員を対象とした健康サポートプログラムにおける受託給食会社管理栄養士の職務満足度・達
成度の実態
〇瀬川　真衣、高橋　文子、吉家　佳代子
エームサービス株式会社

P3-7-09	 通いの場における管理栄養士・栄養士の関与の実態と効果	－全国郵送調査から－
〇本川　佳子、白部　麻樹、岩崎　正則、平野　浩彦
東京都健康長寿医療センター研究所

P3-7-10	 管理栄養士養成課程における実践教育の学習効果（第2報）
〇古橋　啓子、小池　亜紀子
東海学園大学健康栄養学部

管理栄養士・栄養士・専門職2 9月18日（日） 15：40～16：10　I会場

座長：石長孝二郎（広島女学院大学）

P3-8-01	 病院管理栄養士の職務満足度と関連要因
〇木村　仁映、齋藤　長徳
青森県立保健大学　栄養学科

P3-8-02	 栄養士・管理栄養士に関する社会的役割の変化について
〇石川　友菜1）、佐藤　比奈乃1）、佐藤　る美子1）、神田　あづさ2）

1）福島学院大学短期大学部、2）仙台白百合女子大学人間学部

P3-8-03	 栄養士養成施設生の意識調査からみる栄養士に関する社会的役割の変化について	－20年前との比較－
〇佐藤　比奈乃1）、石川　友菜1）、佐藤　る美子1）、神田　あづさ2）

1）福島学院大学短期大学部、2）仙台白百合女子大学人間学部

P3-8-04	 家庭における食器洗浄用スポンジの細菌汚染調査
〇滝本　圭子、岸田　真弥、岸辺　乃音、桑村　春香、松村　幸一郎、垣野　里緒、古島　舞
大和学園京都栄養医療専門学校

P3-8-05	 健康食品の新聞広告に用いられるテクニックの使用状況について
〇細田　耕平
仁愛大学
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生理・生化学 9月18日（日） 10：20～10：50　J会場

座長：妻木　陽子（広島女学院大学）

P4-5-01	 線虫（Caenorhabditis elegans）を用いた13C呼気分析法の代謝測定のスクリーニングとしての有用
性の検討
〇三浦　紀称嗣、宮田　富弘
川崎医療福祉大学医療技術学部　臨床栄養学科

P4-5-02	 固形物と飲料の混合摂取が胃内容排出速度に与える影響
〇荒木　鈴奈1）、中峯　かほり2）、冨賀（高江）　理恵2,3）、橋爪　美那2）、竹内　昌平2）、久米　こころ1）、 
　田口　奈美2）、石橋　聡1）、山下　知輝4）、松川　碧允2）、奥村　ほのか2）、田中　杏佳2）、飛奈　卓郎2）

1）長崎県立大学地域創生研究科　人間健康科学専攻栄養科学コース、2）長崎県立大学看護栄養学部、
3）福岡大学大学院スポーツ健康科学研究科、4）長崎県立大学人間健康科学研究科　栄養科学専攻

P4-5-03	 魚油とフラボノイドを添加したラットにおけるオートファジーへの影響
〇細山田　康恵1）、金澤　匠1）、樋口　誉誌子2）、山田　正子2）

1）千葉県立保健医療大学　栄養学科、2）東京家政学院大学　食物学科

P4-5-04	 中等度亜鉛欠乏がおよぼす造血機構への影響
〇許斐　亜紀1）、横井　克彦2）

1）安田女子大学家政学部　管理栄養学科、2）聖徳大学人間栄養学部　人間栄養学科

P4-5-05	 ポリフェノール代謝産物による血管内皮細胞eNOS発現の検討
〇石井　陽子
長野県立大学

P4-5-06	 子宮内高血糖環境が筋芽細胞に及ぼす影響と機能性脂質による改善効果
〇吉崎　瞳1）、鳥海　旭世2）、大金　恵利子3）、堤　咲樹4）、大上　桜香5）、河原田　律子6）、中村　彰男1）

1）実践女子大生活科学研究科、2）東京医科歯科大医歯学総合研究科、3）同志社大生命医科学研究科、
4）実践女子大生活科学部、5）群馬大医学系研究科、6）高崎健大健康栄養学科

P4-5-07	 調理に用いた劣化油脂が心血管系の栄養シグナルに与える影響
〇野口　礼於奈1,2）、中村　彰男2）、高橋　果林1）、塚越　絵理1）、荒明　奈美1）、神戸　ひより1）、 
　玉木　歩乃華1）、増田　記子1）、河原田　律子1）

1）高崎健大　健康栄養学科、2）群馬大保健学研究科、3）実践女子大生活科学研究科

P4-5-08	 LAMP法を用いたcnm陽性ミュータンス菌の遺伝子増幅
〇富田　翔太1）、高原　優花1）、木村　留美1）、北川　雅恵2）、長嶺　憲太郎1）

1）広島国際大・医療栄養、2）広島大学病院・口腔検査セ

P4-5-09	 LAMP法を用いたcnm及びpa陽性ミュータンス菌の遺伝子検査法の確立
〇鈴木　月花1）、中垣　好花1）、木村　留美1）、北川　雅恵2）、長嶺　憲太郎1）

1）広島国際大・医療栄養、2）広島大学病院・口腔検査セ

生理・生化学／臨床栄養 9月18日（日） 11：20～11：50　J会場

座長：青木　孝文（川崎医療福祉大学）

P4-6-01	 女子学生におけるビタミンDについて
〇本部　優佳、冷牟田　咲、小川　恒夫
南九州大学健康栄養学部　管理栄養学科
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P4-6-02	 膵障害性糖尿病マウスにおける高脂肪食と糖尿病治療食の血糖低下作用
〇都筑　馨介
文教大学健康栄養学部

P4-6-03	 白飯と昆布加工品の組み合わせが食後血糖上昇へ与える影響　第2報
〇竹中　美乃里、津田　媛加、大森　聡
富山短大　専攻科食物栄養専攻

P4-6-04	 白飯の咀嚼回数の違いが食後血糖上昇に与える影響　第2報
〇津田　媛加、竹中　美乃里、大森　聡
富山短大　専攻科食物栄養専攻

P4-6-05	 成人1型糖尿病患者の食生活の状況
〇堀尾　拓之、山越　彩也香、小西　なずな
東海学園大学健康栄養学部　管理栄養学科

P4-6-06	 化学物質過敏症患者の食事内容（食品）の影響について
〇乳井　美和子1）、網中　雅仁2）、宮田　幹夫1）

1）そよ風クリニック、2）くらしき作陽大学

P4-6-07	 フラクトオリゴ糖摂取による要介護高齢者の排便効果
〇大森　有希乃1）、熊崎　稔子1）、山本　淳子1）、森山　三千江2）

1）愛知学泉短期大学、2）愛知学泉大学

P4-6-08	 当院での外来腎臓病教育指導の取り組み
〇川上　晶代、渡邊　美恵子、大林　弘明
医療法人財団博仁会キナシ大林病院

P4-6-09	 在宅療養者に対する訪問栄養指導の必要性について
〇高木　恵美子1）、土田　満2）

1）愛知みずほ短期大学生活学科　食物栄養専攻、2）愛知みずほ大学心身健康科学科

P4-6-10	 高齢者（認知症者）における味覚閾値
〇溝畑　秀隆1）、竹田　いつき2）、市野　愛貴3）、林　直哉3）

1）大阪青山大学健康科学部、2）特別養護老人ホームやすらぎの里道場、3）神戸松蔭女子学院大学人間科学部
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研究自由集会
9月16日（金）　18：00～20：00

◆研究自由集会1　栄養クリニック連絡会	 本館棟 4F 4101

テーマ： 栄養クリニック維持のための戦略
参加人数：30人
内　容： 栄養クリニック設置大学を中心に、栄養クリニックに付随するような施設を持つ大学やこれからの設置を

検討している大学を対象に、近年の活動報告と意見交換を行います。当日は、リモートでの参加もお待ち
しています。発表時間は各施設5分程度とし、その後、ディスカッションを行いたいと思います。コロナ
禍でのリモートを使った栄養相談、ユーチューブによる啓発活動などの新しいアイディアを使った取り組
みとその内外からの反応、そして資金面での対策など管理栄養士の活動がどうやったら経済的に成り立つ
のかを討論する場としたいと思います。参加ご希望の方は、改善学会参加が条件となりますが、会場参加
かリモート参加かを明記して、大会3日前（9月13日火曜日17時まで）に下記ご連絡ください。また、発表
希望団体の方は、その旨申し出ていただければと思います。

世話人： 蒲池　桂子 （女子栄養大学　栄養クリニック）
連絡先： 蒲池　桂子 （女子栄養大学　栄養クリニック）
 E-mail：clinic@eiyo.ac.jp

◆研究自由集会2　日本栄養改善学会　未来デザインチーム	 本館棟 4F 4102

テーマ： 学生会員と若手学会員の集い（交流会）
参加人数：30人（最大50人）
内　容： 学生会員・若手会員のネットワークづくりを目的に、楽しく話し合う時間です。席を変えながらグループ

討議をしていただきます。討議と言っても、内容は自身の研究紹介や実務紹介、研究や仕事に関する将来
の夢などです。学生会員が若手会員へ就職活動の相談等もよい話題だと思います。最後に、学会に対する
アンケート等に回答してもらいます。ぜひ、気楽に参加してください！

参加資格：学生会員、若手学会員（自称）
世話人： 塚原　丘美 （名古屋学芸大学　管理栄養学部）
 山本　浩範 （仁愛大学　人間生活学部　健康栄養学科）
連絡先： 塚原　丘美 （名古屋学芸大学　管理栄養学部）
 E-mail：ttsuka@nuas.ac.jp

◆研究自由集会3　青年海外協力隊（JOCV）栄養士ネットワーク	 オンライン開催

テーマ： 国際協力における栄養分野の活動を考える集い　
参加人数：15人
内　容： 国際協力における栄養分野の活動に興味をお持ちの方なら，どなたでも参加できるオープンな集会です。

お気軽にご参加ください。3年ぶりの開催となる今年度は全面オンライン形式で開催します。2名のJICA
ボランティア経験者の活動報告と,海外で活動中の隊員ともオンラインで繋ぎ，意見情報交換・交流の場
を企画します。演者，参加者，派遣中の隊員ともに異文化での生活や活動の工夫，また国内国外問わず様々
な経験などについて共有し，これからの国際協力，国際栄養について皆で考える集いにしたいと思います。

 主な内容について
 1）JICAボランティア経験者による活動報告　
 2）意見交換，情報交換
 ※Web会議ツール「Zoom」を使用したオンライン企画です。参加には事前の参加登録をお願いします。
 　パソコン、タブレット、スマートフォン等から環境を整えてご参加ください。
 参加ご希望の方は下記のURLよりお申し込みください。
 https://forms.gle/BKejYH343rQ9nMM37
世話人： 氏家　真梨 （盛岡大学）
 堀江　早喜 （青年海外協力隊栄養士ネットワーク）
連絡先： 氏家　真梨 （盛岡大学）
 E-mail：ujiie@morioka-u.ac.jp
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◆研究自由集会4　日本栄養改善学会	食環境整備推進委員会	 本館棟 4F 4201

テーマ： 食環境整備に関する研究のすすめ　
参加人数：40人
内　容： 2021年6月厚生労働省から，「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」報告書

が発表され，食環境整備を推進する組織体「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」が立ち上がりま
した。この中で，食環境整備には，産官学連携が必要であることが強調されています。食環境整備に関す
る研究を実施し，その成果を発信することは，「学」の一番の役割だと考えます。そこで，この研究自由集
会では，食環境整備に関する研究の推進を目的に，すでに食環境整備に関する研究を実施された方に，そ
の研究をご紹介いただきます。学会発表では詳しく聞けない研究の実施方法について，時間を長めにとり，
ご発表いただく予定です。食環境整備に関する研究を始めようと思ってらっしゃる方，食環境整備に関す
る研究を知りたい方など，食環境整備に関心のある幅広いみなさまのご参加をお待ちしています。

世話人： 赤松　利恵 （お茶の水女子大学）
　　　　 串田　　修 （静岡県立大学）
連絡先： 赤松　利恵 （お茶の水女子大学）
 E-mail：akamatsu.rie※ocha.ac.jp
 アドレスの※をアットマークに変えてください。

◆研究自由集会5　NPO法人食生態学実践フォーラム	 オンライン開催

テーマ： あらためて「共食」とは何か−？ 持続可能な「人間らしい食」にとっての意味（概念）を考える　　
参加人数：30人
内　容： 新型コロナウイルス感染症のパンデミックも3年目になり、食事の場では「黙食」という新たな食事様式が

定着しています。NPO法人食生態学実践フォーラムでは、「あらためて「共食」とは何か？持続可能な「人
間らしい食」にとっての意味（概念）を考える」をテーマに考え合う場をもちたいと思います。「共食・孤食」
研究の足立己幸氏による、「共食」研究の総括と新たな“「共食」の地球地図”（概念図）の提案とともに、実
践現場からの報告を交えて、本テーマについて学び、仲間と共に従来の活動や研究を再考し、かつ実践や
活動の新視点を得る可能性の高い集会にしたいと思います。事例報告を交えながらワークショップ形式で
意見交換を行います。なお、会場では本テーマを特集した機関誌「食生態学―実践と研究」第15号を配布
します。

世話人： 平本　福子 （NPO法人食生態学実践フォーラム）　
連絡先： 平本　福子 （NPO法人食生態学実践フォーラム）　
 E-mail：hiramoto1255@gmail.com

【事前申し込み】
下記のURLもしくはQRコードから、9月12日（月）までに申し込みください。
受付後、ZOOMのURLと本テーマを特集した機関誌の一部を資料として送らせていただきます。
https://forms.gle/Tvk9wJnHKpDGjqX56

◆研究自由集会6　タバコと禁煙研究会	 本館棟 4F 4302

テーマ： 管理栄養士・栄養士による禁煙指導の現状と課題 ～管理栄養士・栄養士も禁煙指導に取り組みましょう！～
参加人数：15人
内　容： 本会の目的は、管理栄養士・栄養士や食と関連する専門職の方にタバコの知識やエビデンスに基づいた禁

煙指導のノウハウを習得していただき、食及び栄養の分野においても禁煙啓発活動及び研究等を積極的に
推進していくことです。管理栄養士・栄養士をはじめとした食と栄養に関わる専門職は、タバコの害につ
いての知識を身につけ、禁煙活動を推進することが期待されています。また、禁煙指導においては、病院
や行政機関等で行われる栄養指導、栄養相談と同様の行動変容理論や手法が用いられることが少なくあり
ません。ところが、日本では、管理栄養士・栄養士や食と関連する専門職が積極的に禁煙指導を行ったり、
禁煙推進活動を行うことはまだまだ少ない状況です。本会は、第69回日本栄養改善学会学術集会に参加登
録された方であれば、どなたでも参加できるオープンな集会です。本会は日本禁煙学会の「食と栄養部会」
の協力の下で開催されます。タバコや禁煙指導に興味をお持ちの方は是非お気軽にご参加ください。現地
とZoomでのハイブリッド開催で実施します。当日、現地参加の方は直接会場にお越しください。

 Zoom参加の方はこちらからご登録ください。
 https://ws.formzu.net/dist/S477352604/
連絡先： 宮脇　尚志 （京都女子大学　食物栄養学科）
 E-mail：miyawakt.kwu@gmail.com
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共催セミナー（ランチョンセミナー）

◆共催セミナーⅠ	 9月17日（土）　12：10〜13：00　B会場

座長：畝山　寿之（味の素株式会社　グローバルコミュニケーション部）

「健康寿命の延伸を目指した持続可能な減塩推進戦略」
演者：土橋　卓也（社会医療法人製鉄記念八幡病院　理事長）

共催：味の素株式会社

◆共催セミナーⅡ	 9月17日（土）　12：10〜13：00　C会場

座長：中村　丁次（公立大学法人神奈川保健福祉大学　学長）

「油脂と健康」
演者：菅野　道廣（九州大学・公立大学法人熊本県立大学　名誉教授）

共催：日清オイリオグループ株式会社／キユーピー株式会社

◆共催セミナーⅢ	 9月17日（土）　12：10〜13：00　E会場

座長：武見ゆかり（女子栄養大学　食生態学研究室　教授）

「感染防御における粘膜免疫とONRICb0240の働き」
演者：新開　省二（女子栄養大学　地域保健・老年学研究室　教授）

共催：大塚製薬株式会社

◆共催セミナーⅣ	 9月18日（日）　12：10〜13：00　B会場

座長：下浦　佳之（公益社団法人日本栄養士会　専務理事）

「Nutrition Care Process−栄養診断の意義と活用」
演者：寺本　房子（川崎医療福祉大学　名誉教授）

共催：第一出版株式会社

◆共催セミナーⅤ	 9月18日（日）　12：10〜13：00　C会場

座長：小松　龍史（同志社女子大学　名誉教授）

「慢性期統合失調症患者の難治性便秘に対するラクトスクロースの効果：腸内細菌叢からの検討」
演者：井戸由美子（京都女子大学　家政学部　教授）

共催：株式会社ハーバー研究所
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市民公開講座

◆市民公開講座	（オンデマンド配信）	

配信期間：2022年9月16日（金）12：00〜9月22日（木）12：00
司会：名和田淸子（島根県立大学　看護栄養学部　教授）

「ライフステージを通じた食育」
講師：「妊娠期・授乳期、新生児期、乳児期：子どもの健康は家族の健康から」

松本　義信（川崎医療福祉大学　医療技術学部　准教授）
「幼児期、学童期：学童期の食育に求められるもの」

小山　洋子（ノートルダム清心女子大学　人間生活学部　准教授）
「思春期：思春期の健康を支える食と栄養」

市川　知美（広島女学院大学　人間生活学部　管理栄養学科　教授）
「成人期Ⅰ（健康推進）：くらしき3ベジプロジェクトで生活習慣病予防」

武政　睦子（川崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科　教授）
「成人期Ⅱ（栄養食事療法）：食塩制限を病気の予防や治療に役立てる」

寺本　房子（川崎医療福祉大学　名誉教授）
「高齢期：おいしく食事を食べるために」

栢下　　淳（県立広島大学　地域創生学部　教授）




